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The Times Digital Archive
～タイムズ・デジタル・アーカイブ～
センゲージラーニング株式会社
The Times Digital Archive は、英国の新聞 The Times（以下タイムズ）
の創刊号から 2008 年（2014 年 12 月現在）までの全号・全記事を発行さ
れた時のままに紙面イメージで忠実に電子化して提供するものです。

◆現存する最古の新聞◆
タイムズは 1785 年創刊、現存する新聞の中では最も古い新聞です。世
界の多くの新聞が模範として仰いだ新聞の中の新聞と言えます。

◆各界の指導者層を読者とする高級紙◆
タイムズはイギリス国家と歩みを共にしてきました。19 世紀初め、最新の印刷機を他紙に先駆けて導入、販売価格
を下げ購読数を増やしました。イギリスが繁栄を極めた 19 世紀半ばには、世論の後押しにより政府の政策を動かすほ
どの力を獲得します。19 世紀後半の印紙税廃止により安価な新聞の発行が相次ぐと、発行部数でタイムズを超える新
聞が出てきましたが、大仰な見出しとゴシップ記事で読者の関心をひく大衆紙（タブロイド紙）と一線を画すタイムズは、
知識人、企業経営者、アパークラス及びミドルクラス向けの高級紙として確固たる地位を保ち、現在に至っています。

◆近代世界の政治、経済、社会、文化、芸術、習俗の出来事の証言者◆
タイムズは、英国内に留まらず、近代世界全体の政治、経済、社会、文化、芸術、習俗の様々な出来事の証言者で
す。早くから世界各地に特派員を駐在させ、外国情勢の報道では他紙を圧倒していました。その社説には世界の政治
家、知識人が耳を傾け、社説や記事に対しては多くの人々から投書が寄せられ、時に論争の舞台にもなりました。訃
報欄をはじめとする人物情報欄は歴史上の人物についての思わぬ発見に満ちています。古い広告欄は風俗史の一
断面を提供してくれます。
■1780-1800 年代
タイムズは 1785 年 1 月 1 日に創刊されました。創刊時の紙名は”Daily Universal Register”。創刊から 3 年後の 1788 年
に”The Times”に変更されます。この頃はページ数もわずか 4 ページ、その紙面から後世の「世界のタイムズ」を予想する
ことは困難ですが、1800 年代には早くも記者を外国に駐在させ、独自の情報入手を試みるなど、すでに他紙に一歩先んじ
た試みに着手しています。とりわけ、多くの特派員が派遣されたドイツのアルトナ（現ハンブルク）は情報の集積地の様相を
呈したと言われています。
January 1, 1785 （左）
「多くの新聞がすでに世論の中でその地位を確立している今日、新しい新
聞を発行することは、報われることの少ない企てである。その困難について
は、誰よりも小紙が自覚している。しかし、新しい新聞を発行するという計画
の本質が多くの人々から好評をもって迎えられるに違いないという楽天的
な希望を小紙が抱いているのも事実である。しかしこの自負も、思い上がり
により目が曇らされていない審判の場で裁きを受けなければならない。小
紙はこの自負を謹んでこの裁きの場に差し出すことにしたい。小紙の自負
が確かなものかどうか、読者諸氏には判断されたい。」

July 22, 1789 （右）
「大変珍しく奇異な知らせが届いた。最近パリで暴動が起こった際、バスチ
ーユ監獄が襲撃に遭い、囚人が解放され、監獄は取り壊されるとのことで
ある。このようなことは初めての出来事だ。古い要塞を取り壊すのは、長い
時間と労働がかかることだからだ。」
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■1810-1820 年代
1810 年代、タイムズは他紙に先んじて最新鋭の印刷機を導入、蒸気式印刷機による最初の印刷物という栄誉をその歴史に
刻みます。効率的生産を可能にする技術を導入したことの意味は大きく、ここからタイムズの躍進が始まったと言っても過言
ではありません。ピータールーの虐殺事件では、中央から現地に派遣された記者の取材記事が掲載された最初の事例とな
りました。また、この時代はジョージ皇太子（国王としてはジョージ 4 世）が統治した時代でしたが、放蕩で有名なジョージと王
妃キャロラインの離婚裁判で、タイムズはキャロライン擁護の論陣を張り、世論の支持を得て発行部数が急増しました。

November 29, 1814（左）
「本日、本紙は公共の方々に向けて、印刷に関わる最大の改良の成果を提供いたします。本記事を読む読者の皆様は、最新鋭の装置が昨夜世に送り出したタ
イムズ紙の数千部の中の一部を今手にしておられます。人間の労力を軽減し、速度においてあらゆる人間の力を凌ぐ、ほとんど有機的とも言える機械が発明
されたのです。」
～最新の蒸気式印刷機を導入、大量生産により購読価格を下げ、部数を伸ばす契機となった。～

August 19 1819（中）
～マンチェスターのピータールー虐殺事件の報道。地方へ派遣した記者の取材による初の記事となった。～

August 14 1820（下）
～国王ジョージと王妃キャロラインの離婚裁判でキャロラインを擁護したタイムズに王妃の国王宛書簡が独占掲載された。～

■1830-1840 年代
1830-40 年代は、選挙制度改革に代表されるように、政治が激しく動いた時期です。タイムズはミドルクラスの利害を代弁し、
選挙制度改革、穀物法の廃止など、改革派の新聞として時流に乗ります。
また、鉄道の開業、電信の実用化など、人々は、これまで経験したことのないスピード感を経験するようになります。タイムズ
の記事にも、時代のスピード感が反映されるようになります。

July 16, 1830
「我々はこれまで、恨みや個人的な感情は抜きにして、王の悪しき行いを教訓や警告の意味で記事の中で指摘する
ことが責務であると考えてきた。王に優れた点があるのであれば、それを賞賛することに喜びを見出しただろう。だ
が、事実は正反対だった。亡き王ほど、その死を同胞から嘆き悲しまれることのない人はいるだろうか？誰がその死
に涙を流しただろうか？」
～10 年前の離婚裁判の時に王妃を擁護したタイムズにとって、ジョージ 4 世は因縁の相手。加えて国王は放蕩でも
有名だ。そのジョージ 4 世が逝去した際の追悼記事では、思い余ってか、本音が飛び出した。～
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September 17, 1830（左）
～リヴァプール・アンド・マンチェスター鉄道営業運転開業日の鉄道事故～

August 7, 1844（右）
「女王陛下はこの度無事、男児をご出産あそばされましたことを、ここにお
知らせします。陛下はご健康でいらっしゃいます。この重要なお知らせを迅
速にお知らせできたのは、電信の驚異的な力のお蔭です。」
～電信による初の報道となった女王の二男誕生の報道～

■1850 年代
イギリスが空前の繁栄を謳歌した 1850 年代、タイムズの影響力は頂点を極めました。発行部数で言えば、主要ライバル紙
数紙の合計よりもタイムズ 1 紙の発行部数の方が多かったと言われています。首相は新聞が政治への影響力を強めている
現状を憂慮し、議会でタイムズを批判しました。このような状況下、タイムズは独占批判への反論を社説に掲載しました。
タイムズの影響力に言及する際、忘れてはならないのが、クリミア戦争の報道です。記者を前線に派遣し、イギリス軍の作戦
の杜撰さ、医療体制の不備を国民に暴露し、戦争遂行のための政府組織改革やナイチンゲールらの看護婦派遣への道を
拓きました。こうしてタイムズは、従軍記者誕生の歴史にも名前を残すことになりました。

October 12, 1854
(右上)
「負傷兵の治療も十分でないことには驚き、怒りが込み上げてくる。外科
医も看護婦も足りない。これは制度の欠陥で誰も非難できないかも知れ
ないが、包帯のための布すらないことを知れば、何を言うべきだろう
か？」
（右下）
「軍隊が当地に派遣されて 6 ヵ月にもなるというのに普通の外科手術の
備えすらないのだ！負傷兵は治療も施されず、苦しむままに放っておか
れるばかりでなく、・・・広い建物に移され、ようやく苦痛を和らげられると
思いきや、救貧院の病棟にあるような医療器具すら欠乏し・・・」
～最初の従軍記者と言われるウィリアム・ラッセル記者によるクリミア戦
争の記事。イギリス軍の杜撰な作戦や前線の医療の惨状を国民の前に
さらけ出し、近代ジャーナリズム史上最初のスクープと言われる。～

■1860-70 年代
1850 年代、新聞に対する課税が撤廃されるとともに、デイリー・テレグラフなど安価な新
聞が相次いで創刊されました。その結果、新聞の総発行部数に占めるタイムズの割合は減
少傾向となり、以後この傾向が逆転することはありませんでした。タイムズの独占的地位が
過去のものとなる一方で、国外におけるタイムズの威光は、交通革命を経て世界が狭くなり
始めたこの頃から輝き始めました。近代国家としての道を歩み始めた日本に関する記事も
増え始めます。
July 25,1870
～プロイセンとフランスの間で戦争が勃発すると、プロイセン宰相ビスマルクは超大国イギリスの世論を見方に付けるた
めに、駐英大使に命じて、数年前に交わされたベルギーを巡るプロイセン・フランス間の密約（フランス語原文）をタイムズ
に掲載させた。この記事は大きな衝撃を与え、議会でも取り上げられた。国際政治におけるタイムズのプレゼンスを示す
好例である。～
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May 2,1862（左）
「万博会場ではハイチ使節団と日本使節団が注目を浴びた。特に、入念に武器を身に着けた日本使節団一
行は、他国の使節団と際立った相違を見せていた。彼らの礼法に則ったやり方であることを認めるにして
も、平和の祭典にあってどこか場違いな印象を与えていた。」

May 6,1862（右）
「銃製造工場では、あらゆる類の機械に心を奪われているらしく、展示物を飽きることなく眺めていた。・・・・・
ホテルでのもの柔らかく礼儀正しい振舞は、人々の注目の的。英和辞典を携行している。魚と米が主食の
彼らは、今では箸を使うのを止め、日常生活はイギリス紳士と変わらない。」
～幕府が欧州に派遣した文久遣欧使節団が滞在したイギリスは第二回ロンドン万博開催期間中。万博会場
や各地を見学した使節団はメディアの注目の的となり、その一挙手一投足に好奇の眼差しが注がれた。～

January 23, 1873 (左)
February 5, 1873 (右)
「将軍とその夫人の墓地のある芝の寺に行った。最近まで外国人の立ち入りは禁じられていたところだ。・・・・・江戸の街を歩いたが、建物の壮麗さは
他のどの国も凌ぐほどだ。・・・・・13 台のジンリキシャに分乗し、ガラガラ音をさせて街中を行くと、人々が私たちを見て笑い、歓声を上げた。・・・・・驚い
たのは、本や絵を売る多くの店が軒を連ねていることだ。聞けば、日本人は読書が大好きな国民だと言う。」
～トマス・クックは世界初の世界一周パック旅行を企画し、みずから添乗員として同行した。クックが旅の途上で書いた経過報告「世界一周（Round the
World）」は 3 回に分けてタイムズに掲載された。読者はこの記事を通して、世界一周旅行を追体験することができた。～

■1880-90 年代
新興の新聞デイリー・メールに発行部数を追い抜かれるなど、タイムズは低迷します。それを象徴するのがアイルランド自治
運動の指導者チャールズ・パーネルをめぐる誤報です。アイルランド担当大臣が殺害された事件にパーネルが関与したこと
を記した手紙をタイムズが掲載したものの、後にそれが捏造であることが判明します。
June 23, 1897 （左）
～ヴィクトリア女王即位 60 周年記念式典における
女王行進の記事～

February 11, 1885 （中）
～ゴードン将軍がスーダンのハルツームで殺害さ
れたことを伝える記事。
スーダンに派遣されたゴードンの元には数少ない
イギリス人がいたが、その一人がタイムズ特派員
フランク・パワー。パワーの記事は窮地に陥ったゴ
ードンへの救援軍派遣の世論形成に大きく貢献し
たと言われている。～

April 18, 1887 （右）
～アイルランド担当大臣殺害にパーネルが関与し
たことを記した手紙を掲載したタイムズの記事～
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■1900 年代
20 世紀初頭、イギリスは日本と同盟関係に入ります。日英の接近に対して、タイムズはメディアとして大きな影響を及ぼし、
「日英同盟のゴッドファーザー」とも呼ばれました。タイムズの親日報道を担ったのが北京特派員、アーネスト・モリソンです。
高い見識と豊富な人脈に基づくその取材は、幾多のスクープをもたらし、日露戦争を演出したとも言われています。

January 23,1901（左）
～ヴィクトリア女王逝去を伝える記事～

January 3,1901（右）
～「露清満州協定」という見出しのこの記事は「満州南部の重要都市、瀋陽をロシアが軍
事占領し、行政をロシアの保護下に置くことに関する協定がロシアと清国の間で調印され
た。」との書き出しで始まり、協定の九条項を列挙している。ロシアの満州保護領化への
布石として調印されたこの協定は、モリソンによってすっぱ抜かれ、タイムズ紙のスクープ
記事は世界をあっと言わせた。結局ロシアは日本の抗議に遭い、協定の破棄を迫られ
る。東アジア近現代史の中で、新聞のスクープ記事が政治外交に影響を与えた例の一つ
である。～

October 13, 1900

January 12, 1905

～義和団の乱の際、北京の公使館街が清朝
軍に包囲され、多数の外国人が 2 ヵ月間籠城
を余儀なくされた。その中にモリソンがおり、こ
の体験を「北京公使館街の包囲」という長文の
記事にまとめあげた。位置関係を示すため、
公使館街の平面図も掲載されている。～

～20 世紀初頭、黄色人種を脅威とみなす黄
禍論が欧米諸国に普及すると、日本はそれ
を鎮静化するため、広報活動を行なった。左
はロンドンの中央アジア協会で行なった末松
謙澄の講演を伝えるタイムズの記事。～

■1910-1920 年代
1908 年、タイムズは創業以来はじめて、創業家以外の手に渡ります。デイリー・メールなどの大衆紙を創業し、新聞業界に
君臨していたノースクリフ卿です。ノースクリフ卿の経営手法が奏功し、それまで低迷していた発行部数は大きく伸長しまし
た。
April 16, 1912 （左）
～タイタニック号沈没の記事～

June 29, 1914 （右）
～第一次大戦の引き金となったオー
ストリア皇太子夫妻暗殺の記事～

May 8, 1915
～客船ルシタニア号がドイツの U ボートに撃沈
されたときの写真入り記事～
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■1930-1940 年代
映像メディアの 20 世紀、伝統的な活字メディアである新聞は、読みやすさを意識し始めます。大き
な活字の見出しが目立つようになり、写真が使われるようになります。新聞のレイアウトやデザイン
を変える動きではタイムズは後手に回っていたと言わざるを得ませんが、この大きな動きの所産の
一つとしてタイムズ・ニュー・ロマンという新しい字体が誕生しました。
October 3, 1932
「今朝の小紙朝刊で完了した字体の変更は小紙がこれまで行なった試
みの中でも最大級のものです。ライノタイプとモノタイプという小紙が使
用している二つの機械組版で利用に堪えうる字体をデザインするのに
2 年間を費やしてきました。」

January 21, 1936
～国王ジョージ 5 世逝去の記事。50 年後に公開され
た主治医の記録によれば、コカインとモルヒネの注
射を 2 回行なうことで国王の安楽死は早められたと
いう。その理由は、国王の死は夕刊よりも朝刊に掲
載する方が相応しいから。実際、主治医は妻に電話
し、朝刊の印刷を遅らせるようタイムズに電話をさせ
ている。～

September 9, 1940

May 8, 1945

～第二次大戦中のドイツ軍に
よるロンドン空襲の記事～

～ドイツが無条件降伏し、第二次大戦における欧州戦線
での連合国の勝利が宣言されることを伝える記事～

■1950-1960 年代
テレビの登場を背景に、新聞業界の競争は激しくなり、経営基盤を確立するための買収が起こります。タイムズのオーナー
はトムソンに変わりました。また、創業以来、一面に広告を掲載していたタイムズが一面にニュースを掲載するようになるのも
1960 年代です。
June 2, 1953 （左）
January 12, 2008 （右）
～ヒラリーのエベレスト探検にはタイムズ記者ジェームズ・モリスが同行した。
モリスは初登頂成功のニュースを”Snow conditions bad stop advanced base
abandoned May twentynine stop awaiting improvement stop all well”という暗
号にして送信した。メッセージはベースキャンプから 48 キロ下った警察署まで
走って届けられ、そこからカトマンズの英国大使館を経てロンドンのタイムズ
本社まで無線で届けられた。ヒラリー登頂の記事が掲載されたのは、エリザ
ベス 2 世が戴冠した日であった。右は、ヒラリー逝去の翌日、このエピソードを
紹介した記事。～

May 3, 1966
November 23, 1963

～創刊以来 182 年目にして初めて、これまで広告を掲載して
いたトップページにニュースを掲載。

～ケネディ暗殺を伝える記事～

6

©KINOKUNIYA COMPANY LTD.

vol.36 no.1

(2015)

■社説
タイムズのメディアとしての影響力は、社説を通じて発揮されました。タイムズの社説はあるときはミドルクラスを、またあるとき
はイギリスを代弁しました。タイムズの社説を通じて、これらの様々な声を聞くことができます。
January 11, 1850

February 6, 7, 1852

「独占とは、特定の当事者が商品を供給
する排他的権利を人為的に維持される特
権である。どこにタイムズの独占があるの
だろうか？どのような力によってそれは維
持されているのであろうか？・・・・・ 人々
は発行部数が最大であり、最高のクオリ
ティの記事を提供しているという単純な理
由から、小紙に広告を掲載するのである。
より安価で大きな効果を期待できる新聞
が他に見つかれば、人々が小紙に広告を
掲載することはないであろう。彼らの選択
は彼ら自身の選択である。小紙は、他紙
の 10 倍以上の発行部数という便益を広告
依頼主としての彼らに提供しているので
ある。」

～報道の自由、新聞と政府の関係を定式化した社説。
近代ジャーナリズム史上の記念碑的テキスト。～

～タイムズが独占を享受しているとの非
難に対する社説での反論。～

January 31, 1851
January 29, 1831
～タイムズの異名
”Thunderer”の由来となった
選挙法改正に関する社説～

「人々は小紙を買い被り、第四の権力などと言
う。第四の権力などという言辞は、それが有する
力について当てはまるとすれば、その無力につ
いてはもっと当てはまるであろう。・・・・・第四の
権力は、他の人々や団体のために何でもでき、
社会にあらゆる変化を及ぼす媒体となる一方
で、自身の善や便益を向上させるためにはほと
んど無力である。小紙は、あらゆる機会に他の
納税者の不満を集めて政府や議会に伝えている
が、その小紙が王国で最大の納税者である。」

June 25, 1901
「他のコレクターと同様に書物愛好
家もアメリカでは増えていて、ロンド
ンのオークション会場で横柄なやり
方で値を付けている。フォックスウェ
ル教授の比類のない経済学文献コ
レクションがアダム・スミスやアーサ
ー・ヤング、リカードを生んだ国から
外国へ持ち去られるようなことがあ
ってよいのだろうか。」

January 17, 1879
～経済が不況にあっても、
市場は自動的に調整され、
経済は回復に向かうとい
う、19 世紀の考え方が典型
的に現れている。～

■投書
タイムズには毎日、有名、無名の人々からの多くの投書が
掲載されました。特に記録のない一般の人々が様々な事
件や出来事に際して何を考え、何を思っていたのかを雄
弁に伝えます。
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November 14, 1849

September 11, 1919

～ディケンズの投書。～

～T.E. ロレンスの投書書。～
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July 18, 1912
「機転を利かせれば、アフリカ人も、オーストラリア人も、カナダ人も、進んでローカル
な名誉を捨て、一つの旗と同じ勲章の下にある母国の人々との絆を確かめ合うため
に、大英帝国という一つの共通のチームを形成する方を選ぶはずだ。・・・・このよう
な運動こそ、最も政治的に重要であると、私は思う。というのも、一つのチームが同じ
旗の勝利に向けて努力すること以上に、帝国の統一を示す格好の実例となるものは
ないのだから。」
～コナン・ドイルの投書～

June 26, 1925
「貴紙が私の政治活動や発言を丹念にフォローしてくださっていることに謝意を表しま
す。しかしながら、貴紙の最近の社説の幾つかの記述については修正させていただ
くことをお許し下さい。まず、イタリア議会で最近採決に付された法案が基本的な自
由に反するものであるとの事実に符合していません。これについては、この法律の
条文を精査していただければご納得いただけるはずです。」
～ムッソリーニの投書～

■訃報
イギリスの高級紙は訃報欄が充実しており、物故者の業績を詳述した訃報記事は貴重な人物情報源です。タイムズは 1880
年頃から今に至るまでほぼ毎日訃報記事を掲載しており、集約すれば膨大な数の人物情報が収録されていることになりま
す。タイムズは出来事の記録としてのみならず、人物情報の宝庫でもあります。

July 20, 1892

May 30, 1934

October 4, 1904

～トマス・クックの訃報記事～

～東郷平八郎の訃報記事～

～ラフカディオ・ハーンの訃報記事～

■広告

May 1, 1829 （左）

December 29, 1834 （中）

March 31, 1897 （右）

「イギリス史の 100 人」

「国王への書簡」

～タイムズ初の一面広告～

～署名者約 5,000 人、19 世紀最大の新聞広告～

～アニュアル・レポートの一面広告。20 世紀になると、新聞広告での
企業のアニュアル・レポート、株主総会の案内が一般的になる。～
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December 31, 1915
May 24, 1898
～ブリタニカ百科事典
第 9 版の予約販売の広告～

May 16, 1899
November 3, 1909

～オックスフォード英語辞典の広告～

◆インターフェイス◆
The Times Digital Archive は、以下の 3 種類のインターフェイスで提供されています。
9

The Times Digital Archive 独自のインターフェイス

9

Gale NewsVault
Gale が提供する約 20 の歴史的な新聞・雑誌データベースの横断検索を可能にするインターフェイスです。The
Times Digital Archive を含む、対象データベースを１つでもご契約いただくと、ご利用いただけます。

9

Artemis Primary Sources
Gale が提供する歴史的な一次情報データベースの横断検索を可能にするイ
ンターフェイスです。対象データベースを２つ以上ご契約いただくと、ご利用い
ただけます。Gale NewsVault の対象データベースも、順次 Artemis
Primary Sources への搭載が進められており、The Times Digital Archive
も Artemis Primary Sources でのご利用が可能になり、Nineteenth
Century Collections Online, The Making of the Modern World など、セ
ンゲージラーニングが提供する歴史データベースと横断検索することができる
ようになりました。

The Times Digital Archive は、2014 年 12 月現在、創刊号より 2008 年までの記事が閲覧できます。2015 年には 2009
年まで、2016 年には 2010 年までと、毎年１年分ずつ閲覧可能年が増えていきます。
※権利上の理由で、ごく一部ですが収録されていない記事もございます。
※ストライキによる休刊時期（1978 年 12 月から 1979 年 11 月）については収録されていません。
※紙面イメージはマイクロフィルム版からスキャニングされているため、写真など画像は一部、不鮮明な部分がございます。そのほか、
原紙の保存状態によって、一部、判読しづらい部分があります。
※検索用の本文テキストデータは、OCR（光学式文字認識技術）によって自動的に生成されたものであるため、検索において 100%の
正確さを保証するものではありません。

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 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。
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