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1.

「就職支援に役立つデータベース活用法」セミナーのお知らせ
学生の就職・キャリア形成、リテラシー向上に役立つオンラインデータベース活用セミナーが東洋経済
新報社、読売新聞社、プロネクサスの共催で開催されます。

2.

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（中東）
今回は激動が続くシリア（Syria）の GIS データセットをご紹介いたします。

3.

20 世紀を中心とする学術一次資料を提供する Gale のプラットフォーム
アーカイヴズ・アンバウンド Archives Unbound～中東をケーススタディとして～
比較的小規模かつ専門的な一次資料群を電子的に提供する Archives Unbound。今回は、中東情勢をテ
ーマに、Archives Unbound からどのような調査が可能か、検索の一例をご紹介します。

4.

【Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports, 1941-1996
＜米国 外国放送情報部

日次レポート

1941 年～1996 年＞

米国政府が収集した世界各国の国内報道がデータベースに！
世界中の国々で日々発信された、自国内向けの報道の英訳を収録するデータベースです。
20 世紀後半の世界各地の生の報道を知る上で、きわめて重要な資料です。
5.

Britannica ImageQuest ブリタニカ・イメージクエスト日本語版のご紹介
画像データベース、ブリタニカ・イメージクエスト。これまで英語版のみのご提供でしたが、新たに日
本語版が追加されました。フランス語、ポルトガル語、スペイン語、トルコ語による検索も可能になり
ました。

6.

19 世紀史料コレクション アーカイブ－科学、技術、医学パート２
Nineteenth Century Collections Online, Science, Technology, and Medicine: 1780-1925, Part II
「長い 19 世紀」の文献から史料的価値の高いものをデジタル化した Nineteenth Century Collections
Online（NCCO）。7 回目の今回は「科学、技術、医学パート２」アーカイブをご紹介します。

7.

【OCLC News 第 4 号】－OCLC に関する様々な情報をお届けいたします－
今号では、OCLC のグローバル ILL サービス「WorldShare ILL」と英国図書館の文献複写サービス
「BLDSS」の新たな機能連携を実際の画面例とともにご紹介する他、WorldCat を通して広く世界
に公開される図書館の貴重なデジタルコレクションに関する最新ニュースをご紹介します。
KINOLINE は Web 上でも閲覧できます。
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「就職支援に役立つデータベース活用法」セミナーのお知らせ
～大学図書館関係者・キャリア支援担当者対象～
東洋経済新報社、読売新聞社、プロネクサスが共同で、大学図書館職員およびキャリア支援担当者を対象に、学生
の就職・キャリア形成、リテラシー向上に役立つオンラインデータベース活用セミナーを開催します。就活日程繰り下
げによる混乱は予想以上で、「学歴フィルター」と称される企業の選別採用も強まる中、大学にとっても、就職・キャリア
形成支援は喫緊の課題です。学生の自己分析・企業研究の良き指南役になるためには、職員自身が最新のビジネス
情報ツールの読み解き方を知っている必要があります。最新就活トレンドと展望、大学に備わる電子や紙の貴重な資
源、誰もが入手可能な各種情報源の紹介と使いこなし術など、盛り沢山の内容を予定しています。
http://dbs.toyokeizai.net/dcl/seminar201506.html
◆セミナー日程、会場◆
２０１５年６月１９日（金）東京
東京都港区海岸１－２－２０ 汐留ビルディング５Ｆ ㈱プロネクサスセミナールーム
２０１５年６月２５日（木）大阪
大阪市中央区北浜１－８－１６ 大阪証券取引所ビル１１Ｆ ㈱プロネクサスセミナールーム
◆参加申し込みフォーム◆
東京・大阪会場 共通 ： https://qooker.jp/Q/auto/ja/sss15/seminars/
◆プログラム◆
基調講演
常見 陽平氏（千葉商科大学国際教養学部専任講師）
特別講演
菊池 健司氏（日本能率協会総合研究所）
◇東洋経済新報社 「検索で未知の優良企業を発見」
就活企業サーチの有効活用、学生の企業研究意欲を高めるには
◇読売新聞社 「ヨミダス歴史館で就活力アップ」
就活への新聞情報活用術、ヨミダスのおすすめ機能とコンテンツ
◇プロネクサス「『有報』を用いて企業を深く知るための指導ポイント」
有価証券報告書の読み方、eol データベースを使った企業検索
本セミナーのお申し込みは上記 URL にてお願いします。お問合わせは、株式会社東洋経済新報社マーケティング
局（電話：03-3246-5655、ファクス：03-3270-4127）、担当・西村まで。
掲載内容に関するお問い合わせは、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。
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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／シリア GIS データセット
世界的に非常に高い評価をいただいております EVG（East View Geospatial）社の GIS 製品の中から、今回はシリア
に焦点を当てた製品群をご紹介いたします。EVG 製品の国内唯一の供給元である、PVC（パシフィックヴィジョン株式
会社）の販売総代理店として紀伊國屋書店が、これらの製品群をご提供いたします。

◆シリアの特徴と、この地域の GIS データ◆
内戦等、緊迫した情勢が続くシリアですが、報道機関の入国も制限され、事態の把握自体
が非常に困難な状況です。
そんな中、EVG では最新のシリア GIS データセットをご用意しました。地形図から地形解析
データ、戦争難民の移動を反映した最新の人口動態データまで、これらは、現状の分析と
今後の予測をするために必須の基礎資料となるでしょう。特に 1:50,000 地形図はラスター、ベクターとも、過去分に
加え 2015 年最新データもご用意しています。

◆シリア GIS データセット◆
下記のラインナップがシリア GIS データセットの内容になりますが、セット販売だけではなく、個別のご注文もお受けし
ています。
種類

縮尺、製作年など

①

地形分析図

1:200,000

②

EVG オリジナル地形図データ

1:50,000（ラスター、ベクター）、2015 年製

③

シリア製地形図データ

1:50,000（ラスター、ベクター）、1985～1995 年製

④

EVG オリジナル地形図データ

1:100,000（ベクター）、2006 年製

⑤

DTM ※

30m 標高データ

⑥

クラッターデータ

15m 地形解析データ（レーダ干渉波による）

⑦

ナショナルアトラス（シリア製国勢地図帳）

シリアの基本情報を記した地図帳

⑧

人口動態データ最新版

LandScan2013（Syria）※

※DTM＝Digital Terrain Model（数値地形モデル）
※LandScan（ランドスキャン）
米国オークリッジ研究所が作成し、世界中の人口動態データと
して最も権威のある「ランドスキャン」を EVG 社が GIS 化。
30 秒（約 1km）単位で集計されており、地球規模での分析が
可能な“グローバルデータ”と、国・地域ごとの購入が可能な
“国別データ”をご用意しています。
右の図は LandScan 国別データの表示例（シリア）です。

1

©KINOKUNIYA COMPANY LTD.

vol.36 no.3 (2015)
・製品サンプル
地形分析図
（ラッカ：Ar-Raqqah）

クラッターデータ
（シリア全土）

1:50,000 地形図
（ラッカ：Ar-Raqqah）

◆その他のシリア関係の GIS データ◆
シリア GIS データセット以外にも、シリア関連の各種 GIS データを扱っております。詳細は別途ご照会ください。

◆ご注文にあたって◆
地形図などは、より地域を限定したご購入も可能です。
経緯度などでおよそのエリアと縮尺をご指定いただけ
れば、該当のインデックスマップ（販売上の区画を記
した図）をお送りいたしますので、インデックスマップ
上のご希望のシート番号をお知らせください。
まずは見積もり金額をご提示いたします。
（右の図はインデックスマップの例です。）

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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20 世紀を中心とする学術一次資料を提供する Gale のプラットフォーム
アーカイヴズ・アンバウンド

Archives Unbound
～中東をケーススタディとして～
センゲージ ラーニング株式会社
前回に続き、Gale の歴史資料をご提供するプラットフォーム、Archives
Unbound を利用したケーススタディをご紹介します。今回は、中東を例に取
り上げ、Archives Unbound でどのような資料がヒットし、それらの資料からど
のようなことが分かるか、一例を示します。
アラブの春、シリア内戦、パレスチナ問題、イラク戦争終結後も続く治安悪
化、イランとアメリカの関係改善の兆し、「イスラム国」の台頭など、中東の
様々なニュースが日々取り上げられています。これらの問題を理解するには
複雑化するグローバルな政治経済の中で読み解くと共に、問題の起源や歴
史的経緯を訪ねてみることも必要です。
現在の中東問題の起源は 20 世紀初頭まで遡ります。第一次大戦が勃発し、この地を支配していたオスマントルコが
ドイツ陣営に参戦、その一方で、イギリスとフランスが、対ドイツ戦を有利に進めることで戦後当地で一定の影響力を行
使しようと、関係勢力と外交協定を結んだことが発端です。イギリスが、オスマントルコ帝国内の被支配民族であったア
ラブ人の独立を承認したフセイン・マクマホン協定、同じくイギリスがパレスチナをユダヤ人の郷土とすることを承認した
バルフォア宣言、イギリス、フランス間で戦後の中東の国境線を定めたサイクス・ピコ協定。これらすべてが第一次大戦
中に定められましたが、このうち、サイクス・ピコ協定とフセイン・マクマホン協定に焦点を当て、両協定の内容、背景、
当事者たちの思惑、そして結果を Archives Unbound に収録された資料を検索し、探ってみます。

◆サイクス・ピコ協定を調べる◆

メソポタミア王国の提案
1. ファイサル首長をメソポタミア初代国王にするという提案を検討するに際し、
以下の項目においてそのメリットとデメリットを表明することを妥当とする。
（A）フランスがファイサルに反対する原因
（B）ファイサルに対する現地民の反対
（C）ファイサルを選ぶメリット
（D）要約と結論
2. フランスがファイサルに反対する原因
(a) サイクス・ピコ協定の条文が周知されて以降、ファイサルとフランス人は反
目しあってきた。その原因は、サイクス・ピコ協定がフセイン・マクマホン書簡の
精神に反していることにある。フセイン・マクマホン書簡では、戦争に勝てば、連
合国はアラブ民族の独立国家の樹立を認めるとしていた。

1921 年 2 月 17 日の陸軍省の極秘（secret）文書です。サイクス・ピコ協定以降、ファイサルとフランスの関係が悪化
していることが述べられています。ファイサルは、フセイン・マクマホン協定の当事者の一人で、アラブ民族の有力者フ
セインの息子です。それでは、ファイサルとフランスの対立は、具体的にはどのようなものだったのでしょうか。
1
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同じページに次の記述があります。
しかしながら、英仏間で締結されたサイクス・ピコ協定は、フセイン率いる独
立アラブ国家の北部領域を外国の支配下に置くことを定め、それらの地域
は以下の 3 つの区域に分けられた。
(i) 地図上で青く塗られたフランス領沿岸地域
(ii) フランスが優先的利害をもつ A 地域
(iii) イギリスが優先的利害をもつ B 地域
同協定によれば、アラブ民族独立国家はアラビア半島一帯に建国され、A
地域はフランスが、B 地域はイギリスが優先的利害をもつものの、青く塗ら
れたフランス領と A 地域の境界線を巡り、フランスとアラブ人の間で紛糾
し、ついに、フランスはファイサルをダマスカス（A 地域に属する）から武力
で追放するに至った。

以下は、文書に添付された地図です。

現在のシリア、レバノン、イラク、イラン西部、
サウジアラビア、ヨルダン、イスラエルをカ
バーしており、サイクス・ピコ協定で定めら
れた、フランスが優先的利害をもつ A 地域、
イギリスが優先的利害をもつ B 地域、左上に黒く塗られている
細長いフランス領（実際には青色）が示され、地図の右上に、
区分線の意味するところが述べられています。

・アラビア半島を囲む太い実線＝フセイン・マクマホン協定で定められたアラブ国家の境界線
・A 地域と B 地域を隔てる実線＝サイクス・ピコ協定による英仏境界線
・地中海沿岸の細長いフランス領の南部の斜線地域＝パレスチナ委任統治領
この地図には、フセイン・マクマホン協定とサイクス・ピコ協定という二つの歴史的協定が描かれています。極秘文書の
記述と照らし合わせると、協定締結直後のアラブ地域をめぐるイギリス、フランス、アラブ民族の思惑が伝わってきます。
前ページで紹介した極秘文書の前半部分ではファイサルとフランスの対立が、単に二つの外交協定が矛盾し合って
いることに原因があるとされていましたが、地図を参照することで、どの地域を巡る争いだったのかが明確になります。

◆フセイン・マクマホン協定を調べる◆

国務長官閣下
拝啓
有名でありながら、部分的にしか知られていない、エジプト駐在イギリス高等弁
務官サー・ヘンリー・マクマホンとメッカ知事（シェリフ）フセインが 1915 年から
1916 年にかけて交わした往復書簡の完全ファイルの写しを、国務省の機密情
報のために同封いたします。

この米国国務省の外交文書の中で、駐パレスチア米国総領事、Paul
Knabenshue が国務長官にフセイン・マクマホン往復書簡の写しを送
ったことが報告されています。送付された年代が判読しにくいですが、
2
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おそらく 1930 年頃と思われます。
上記の修正を行なった上で、イギリスはメッカ知事
より提案された国境線内に含まれる領域内におけ
るアラブ人の独立を承認し支持する用意がある。
マクマホンからフセインに宛てられた
1915 年 10 月 24 日付書簡（部分）

◆フセイン・ファイサルら関係人物の写真を検索する◆
ところで、フセインやファイサルとはどのような人物なのでしょうか。人物をイメージするには、写真が便
利です。

左の写真は 1923 年 11 月 19 日にバグダッドで撮影されたものです。前列の椅子に腰かけている 3 人が、フセイン・マク
マホン協定の一方の当事者フセインの三人の息子（左から、イラク国王ファイサル 1 世、トランスヨルダン首長アブドゥッラー、
アリ）です。アブドゥッラーは現在のヨルダン国王アブドゥッラー1 世の曽祖父です。
右の写真は第一次世界大戦の講和会議が開かれたヴェルサイユで撮影されたもので、会議に派遣されたファイサル代
表団と顧問一行です。中央がファイサルです。後方右から 3 人目の人物は、T.E.ロレンスです。「アラビアのロレンス」と呼ば
れる伝説的人物で、第一次大戦中はイギリスの軍人としてアラブ民族の反乱を支援、講和会議にはファイサルの顧問として
参加しました。

◆ロレンスに関する記事を検索する◆
次にロレンスに関する記事を検索してみます。ロレンスの当時の階級は大佐（colonel）です。

ロレンス大佐がファイサルに会うためにパリに戻ること
に関し、重大な懸念が投げかけられている。ロレンス
は、シリアをめぐって我が国とフランスが紛糾している
原因と見なされている。いずれにせよ、ロレンスは陸軍
省か講和会議代表団の命令の下に行動しなければなら
ない。
パリ講和会議時のイギリス外務省の書簡
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書簡では、ロレンスがシリアを巡る英仏間の紛糾の原因とされています。先にサイクス・ピコ協定の資料を紹介したとき
に、ファイサルとフランスが対立していたという記述がありましたが、ファイサルの盟友であるロレンスも、フランスと対立
し、英仏の同盟関係に亀裂を生じかねないという懸念がイギリス政府内で生じていることが分かります。そして、シリアと
は、先にサイクス・ピコ協定に関して紹介した文書の中で「フランス領沿岸地域」と「フランスが優先的利害をもつ A 地
域」に該当します。フランスが領土的関心をもつ地域をめぐる英仏間の紛糾の原因が、他でもなくロレンスであるとされ
ているのです。

（メソポタミアの）反乱勃発の原因について、いまだに説得力のある説明はなされていない。（7 月 22 日、庶民院で首相は「反乱勃発の原因を
把握していない」と発言している。）しかし、おそらくロレンス大佐のタイムズ紙への投稿他から判断すれば、イギリスは民族主義者と戦って
いるのであり、彼等はイギリスの諮問の下、独立政府の樹立を要求している、というのが大方の見解であろう。
1920 年 8 月にインド省内で回覧された極秘（Secret）文書

同年 6 月にメソポタミアで勃発した反英暴動の原因をめぐり議会でも論議が巻き起こっていたこと、ロレンスのタイムズ
紙への投書によってアラブ民族反乱の原因とその要求が判明しつつある状況が述べられています。
Archives Unbound から離れますが、Gale のデータベース、The Times Digital Archive でタイムズ紙の該当
記事を参照してみます。
中東に関する今週の庶民院の議論で、あるベテラン
議員より、イギリスの委任統治が順調であるにも関
わらず、メソポタミアのアラブ人がイギリスに対して
武装蜂起したことに対して、驚きの念が表明された。
議員の驚きは新聞報道の至るところでこだましてい
るが、私にはそれが新しいアジアと最近 5 年間の歴
史の誤解に由来するものと思われるため、この場を
借りて中東情勢についての私の解釈を披歴したい。
戦時中、アラブ人がトルコに反乱したのは、トルコ政
府が悪政を施いていたからではなく、彼らが独立を
欲していたからである。アラブ人が生命の危険を冒
してまで闘ったのは、主人を変え、イギリス王の臣民
になるためではなく、自らの独立を勝ち取るためで
ある。
アラブ人が独立国家をもつに相応しいかどうかは、
今後問われるであろう。美質だけで自由を獲得する
ことはできない。ブルガリア人もアフガニスタン人も
タヒチ人も美質を有している。・・・・・シリアにおける
ファイサルの政府は完全に独立を達成して 2 年が経
過し、今では政情は安定し、公共サービスが提供さ
れている。
1920 年 7 月 23 日付、タイムズ紙に掲載されたロレン
スの投書
「アラブ民族の権利: メソポタミアのイギリスの政策」

1919 年 9 月 11 日付、タイムズ紙に掲載
されたロレンスの投書
「シリア問題」

「シリアにおけるファイサルの政府は･･･政情が安定し」とある通り、ファイサルがシリアを統治していた頃の
記事です。この後、ファイサルはフランスによりシリアを武力で追放されます。おそらくロレンスとしては、
盟友ファイサルのシリア統治を後押しするために、タイムズ紙という媒体の力を借りて世論を喚起しようとし
たのでしょう。
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Archives Unbound に戻り、もう一つ、ロレンス関連の記事を紹介
します。1921 年 3 月にカイロで、中東とイラクの将来を論議する
ための会議が開催され、ロレンスも参加しました。右は、その時の
会議の記録です。会議を主宰したのは、出席者名にも名前が挙がっ
ているウィンストン・チャーチル。当時は植民地大臣でした。

◆カイロ会議の資料を検索する◆

ロレンスが参加したカイロ会議に関する資料を検索してみ
ると、写真がヒットします。カイロ会議に参加した人々の
集合写真です。中央にいるのがチャーチルです。

◆ガートルード・ベルに関する資料を検索する◆
ところで、カイロ会議の集合写真の左の方に帽
子を被った女性が写っています。この人は、先
に紹介した 1921 年 3 月 12 日の会議の参加者と
してチャーチルやロレンスとともに名前の挙が
っていたガートルード・ベルです。そこで、ベ
ルに関する資料を検索してみます。
ガートルード・ベルは考古学者として中東各地
を探検し、アラビア語を操り、アラブの文化と
民族に精通していた才媛です。アラブに関する
豊富な知識を持つベルは、第一次大戦が勃発す
ると、イギリス政府から顧問として招請され、様々な助言を行ないました。左上の写真は 1910 年、政府の職
に就く前に撮影されたものです。右上の文書は「シリア情勢とイラクに対する関係」と題した 1925 年 11 月 3
日付のベルの報告です。

カイロ会議では、クルド人の地位もテーマになりました。クルド人問題を巡っては、ロレンスとベルの間で意
見の対立があったことが、会議の記録から分かります。
5
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◆イラク王国成立に関する資料を検索する◆
最後に、ファイサルを国王としてイラク王国が成立した事情を伝える文書をみてみましょう。

フセイン王閣下
パーシー・コックスから以下の電信を受信しました。
「ファイサル首長を国王に選出することに関するイラク人民の意思を確認す
るために実施された住民投票は、圧倒的多数がファイサル首長の国王選
出を指示する結果に終わる。96%が支持し、4%が反対を表明。ファイサル首
長の国王就任式典は、8 月 23 日に行われる予定。」
衷心より閣下にお祝い申し上げます。
1921 年 8 月 20 日付、フセイン宛、イギリス領事の書簡

イギリス領事からフセインに宛てられた、ファイサルのイ
ラク国王選出を知らせる書簡です。イラクはイギリスの委
任統治の下、ファイサル国王の下、イラク王国を形成、1930
年代にはイギリスからの独立を果たし、中東政治の一角を
占めるに至ります。
以上、1915 年から 1916 年にかけてサイクス・ピコ協定、フセイン・マクマホン協定が結ばれてから、1921
年にファイサルがイラク国王に選出されるまで、芋づる式にデータベースで検索しながら、この時代の中東情
勢の当事者たちの行動や発言を記録する資料を見てきました。わずか 5 年ほどの期間ですが、イギリス、フラ
ンスのヨーロッパ諸国とアラブ民族が協力しつつ、他方で確執しあっていた状況が資料から見えてきます。第
一次大戦後の中東分割案を示した地図が出てきましたが、
当時の外交文書に添付された地図であるだけに、
生々
しさが伝わってきます。
外交当局者の間で極秘に交わされた書簡に見られるストレートな表現に接することで、
当時の外交の現場に立ち会うかのような臨場感が得られます。

◆収録コレクションのご紹介◆
今回、ご紹介した資料は、Archives Unbound の以下のコレクションに収録されています。
イラク 1914-1974 年－英国外務省・植民地省・陸軍省・内閣旧蔵資料
The Middle East Online: Iraq 1914-1974
1914 年のイギリス・インド合同軍のバスラ占領から、第一次世界大戦後のイギリス委任統治領時代、1932 年の独
立に始まる王政時代を経て、1957 年のクーデタによる共和制の成立、1963 年のクーデタによるバース党政権の成
立、サダム・フセインが権力を掌握する 1974 年までの 60 年間の現代イラク史に、イギリス外務省、植民地省、陸
軍省、内閣の各政府省庁が所蔵する包括的な一次資料から光を当てます。イギリスの対イラク外交政策の大まかな
輪郭だけでなく、行政、外交、原油・武器取引等に関わる細部の事実を含め、現代イラク形成過程の全貌がイギリ
スの資料を通して浮かび上がります。

【関連コレクション】
第一次大戦中のメソポタミアにおけるイギリス軍 1914-1918 年－英国インド省メソポタミア局旧蔵資料
British Campaign in Mesopotamia, 1914-1918
インド省メソポタミア局に収蔵された電信、書簡、会議録、覚書、機密文書を包括的に提供します。
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アラブ・イスラエル関係 1917-1970 年－英国外務省、植民地省、陸軍省、内閣旧蔵
The Middle East Online: Arab-Israeli Relations, 1917-1970
1917 年のバルフォア宣言から 1948 年のイスラエル建国を経て、1970-1971 年の”Black September war”に至る
まで、約 50 年間に及ぶアラブ・ユダヤ（イスラエル）関係史をイギリスの外務省、植民地省、陸軍省、内閣が所蔵
する関係資料を収集します。

フランスのレバノン委任統治領、キリスト教徒とイスラム教徒の関係、ベイルート駐在アメリカ領事館、
1920-1941 年－米国国務省旧蔵
The French Mandate in the Lebanon, Christian-Muslim Relations, and the U.S. Consulate at Beirut,
1920-1941
ベイルート駐在アメリカ領事館と国務省の間で交わされた書簡と電信を収録します。収録資料は、アメリカ国民の
保護、貿易、船舶、移民等の領事館の通常業務を超え、1925 年のドルーズ派の反乱、キリスト教徒、マロン派、イ
スラム共同体の間の三つ巴の紛争、フランス軍による鎮圧、フランスが推進したベドウィンのシリア定住政策、民
族主義団体と反乱、反シオニズム運動、都市と農村における暴動、1936 年のフランス・レバノン条約の失敗、1939
年のシリアにおける新しい委任統治領の形成、シリア独立に対するパレスチナの見方など、広範囲に及びます。

英国パレスチナ委任統治領、アラブ・イスラエル関係、エルサレム駐在米国領事館、1920-1944 年
The British Mandate in Palestine, Arab-Jewish Relations, and the U.S. Consulate at Jerusalem, 1920-1944
エルサレム駐在米国領事館と国務省の間で交わされた書簡と電信を収録します。収録資料は、アメリカ国民の保護、
貿易、船舶、移民等の領事館の通常業務を超え、パレスチナ人の他のアラブ諸国との関係、イギリスの政策、パレ
スチナと外国のシオニズム運動、パレスチナにおける共産主義、イスラム会議、人種と宗教に関わる暴動、聖地問
題、ユダヤ人とアラブ人の関係など、広範な主題に及びます。オスマン帝国が瓦解し、イスラエル国家もまだ成立
していない戦間期から第二次大戦末期まで、パレスチナが一見混沌とした状況に置かれていた時代に何が起こって
いたのかを知る上で重要な資料を提供します。

【関連データベース】
The Times Digital Archive
世界的に有名なイギリスの高級新聞ロンドン・タイムズを創刊号より 2009 年※（2015 年 5 月現在）まで誌面イメー
ジで収録します。
※2016 年には 2010 年まで、2017 年には 2011 年までと、毎年１年分ずつ閲覧可能年が増えていきます。The Times
Digital Archive については、KINOLINE 誌 vol.36, no.1 January 2015「The Times Digital Archive ～タイムズ・
デジタル・アーカイブ～」をご参照ください。

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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Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports, 1941-1996
＜米国 外国放送情報部 日次レポート 1941 年～1996 年＞
米国政府が収集した世界各国の国内報道がデータベースに！

世界中の国々で日々発信された、自国内向けの報道の英訳を収録するデータベースです。
本データベースに収録するレポートは、オープン・ソース・インテリジェンス（公開情報の収集）のための
米国の政府機関 FBIS（外国放送情報部）が収集したもので、このレポートにしか記録されていない報道を多
く含んでおり、20 世紀後半の世界各地の生の報道を知る上できわめて重要な資料です。

◆ 収録概要 ◆
世界各地に駐在する FBIS のエージェントが、現地の言語で発信された情報から重要なものを抽出し、こ
れをすべて英語に翻訳して、テレックス（のちにＦＡＸ）で米本国に送信した日次レポートを収録します。
地域：北米以外の全世界 100 か国以上
年代：1941 年-1996 年
ページ数：約 3,300 万ページ
情報源：テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、通信社の配信するニュース、政治家のスピーチ、会議録、政府声
明など、主に自国内に向けて現地語で発信された報道
言語：英語 （日本語を含む 50 以上の言語から英訳された文書。一部に英語で発信されたものも含む。）
利用できる分野：現代史研究、地域研究、ジャーナリズム、政治学、社会学、軍事研究、法学、経済学な
ど、ニュース情報を必要とするすべての研究にお使い頂けます。
（例）
9
9
9
9

現代史上の重要な出来事を伝える同時代の報道を読む
国家・地域による報道内容の違いを比較する
文化大革命期の中国、冷戦期のソヴィエト、北朝鮮などで、国民に対して自国の政策や他国について
どのような報道がされていたのかを調べる
イスラム原理主義や経済危機など、現代世界の潮流がそこに至った経緯を過去に遡って分析する

◆ FBIS(Foreign Broadcast Information Service、米国 外国放送情報部) とは ◆
第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツのプロパガンダ放送を収集・分析するために発足したオープン・ソー
ス・インテリジェンスのための米国政府の一機関です。戦後は CIA の一部門となり、最盛期には全世界に
33,000 人以上のエージェントを置いて活動しました。FBIS が日々収集・報告する情報は、とりわけ冷戦期
に、世界のオープンな情報の最大の情報源として米国政府に活用されました。
（当データベースでは、FBIS
開設当初の 1941 年から、インターネットの普及により 1996 年に活動を縮小するまでに作成されたレポー
トを収録します。）
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◆収録記事例 ◆
（中国・文化大革命の下放運動）

1971 年 1 月、「農村で思想改造する上海の若者」
1 月 11 日、合肥、新華社―Yao Chin は上海から安徽省の淮河北部に移ってきた多くの学生の一人である。
彼らは貧しい中流下層階級の農民による再教育を受け入れ、自らの思想に革命をもたらしている。彼らにと
って貧しい中流下層階級の農民は称賛の的である。
労働者の娘 Yao Chin は、偉大なる指導者毛主席の「教育を受けた若者にとって、農村に赴いて貧しい中流
下層階級の農民から再教育を受けることは大いに必要だ」という偉大な呼びかけに応えた。彼女は淮河北部
の霊璧県にある Hsiaopaichuang 村に住んで今月で２年になる。貧しい中流下層階級の農民は彼女を自分の
子供のように扱い、辛抱強く教育している。貧しい農民の代表である Kuo Chao-chung 老は彼女を自宅に
招き、彼の家族の苦い経験と村の歴史を、当時の苦しみと現在の幸福との対比のうちに語った。
（パレスティナ・ユダヤ人の対外宣伝）

1946 年 2 月、ラジオ・イスラエルの声「シオニストは挑発に対しては武力を用いる」
（アラブ諸国及びパレス
ティナのユダヤ製品不買運動の決議に対する、アラビア語の呼びかけ）
…我々はこの決定に関してコメントするつもりはない。決定するのは自由である。しかしながら、お前たち
が力ずくでボイコットを実行するような違法な試みをすれば、同等の力をもって反撃されることは指摘して
おきたい。力ずくで我々の商店や市場を見張ったり、買い手を締め出すことは許さない。…もしもそのよう
なことを試みれば、たとえそれが戦いや流血に繋がろうとも、お前たちは躊躇なく追い出されるだろう。法
の範囲内で不買運動を遂行するのであれば、我々はお前たちを傷つけない。
しかしながら、不買運動の決議はお前たちの利益に反することだと我々は確信している。アラブ人よ！不買
運動はイギリスの政治的・経済的利益のためのものである。イギリスは全力をあげて、アラブ人とユダヤ人
を互いに争わせようとしている。パレスティナにおけるイギリス軍の存在を正当化し、法と秩序を保つとい
う名目のもと、陸海空軍を世界各地に駐留させ続けるためだ。…
2

©KINOKUNIYA COMPANY LTD.

vol.36 no.3 (2015)

◆ 検索機能◆
¾

原文画像を収録、OCR（光学的文字認識）で全文検索が可能。PDF 出力、印刷も可能。

¾

日付時刻、情報源、発信地などを含む書誌情報を収録。

¾

キーワード、日付、国、情報源などを指定して検索が可能。※写真・図版はありません。

FBIS デイリー・レポートを構成するモジュール

価格

1941 年-1974 年 （分売なし）

左図の「モジュール」ごとに販売致します。

Ａｌｌ

それぞれ、データベース料金（導入時のみ）と、

全世界

1974 年-1996 年 （以下の地域ごとに分売）
Region 1

中東、北アフリカ

Region 2

サブサハラ・アフリカ

Region 3

中国

Region 4

アジア、太平洋

Region 5

ラテン・アメリカ

Region 6

東ヨーロッパ

Region 7

ソヴィエト、中央ユーラシア

Region 8

西ヨーロッパ

補遺

1974 年-1996 年 全世界

サーバーアクセス料金（2 年目から毎年）がかかります。

※IP アドレス認証、同時アクセス数無制限です。
※複数のモジュールを同時購入すると割引がございます。
※一部の国は、年代により収録される Region が異なります。
ご注意ください。（例・インド）
※個別にお見積りいたします。ご照会ください。

◆ 利用者の声 ◆ FBIS デイリー・レポートは全世界の 800 以上の機関で導入されています。
「ますますグローバル化しつつある世界に身を置く研究者や学生にとって、様々な国の歴史的・文化的パース
ペクティブを知ることは必須である。FBIS デイリーレポートは、歴史的な出来事を他国の立場から解釈しよ
うとする者にとって、きわめて重要な資料である。…」
（イェール大学図書館 政府文書部門）
「…現地の言語で発信されたニュースを調査したくとも、多くの場合、研究者はそのために必要な言語をすべ
て使えるわけではない。FBIS デイリーレポートであれば、数十もの言語から翻訳された一貫して信頼できる
英語で提供されるので、研究者は調査の範囲を広げることができる。FBIS デイリーレポートなしには、研究
者は二次資料に完全に頼るか、自分が使える言語で書かれた一次資料だけを使って研究をしなくてはならない。
また、たとえ研究者が特定の国の言語に堪能であっても、FBIS デイリーレポートの採録元となったニュース
ソースの多くは、図書館では導入しないだろう。…」
（ハーバード大学図書館 政府文書部門及びレファレンス部門）

提供元：

日本販売総代理店：紀伊國屋書店

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。
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Britannica ImageQuest
ブリタニカ・イメージクエスト日本語版のご紹介
ブリタニカ・ジャパン株式会社
世界有数の画像アーカイブ、学術機関が保有する約 280 万点の貴重な写真やイラストの一括検索を可能にするブ
リタニカ・イメージクエスト。これまで英語版のみの提供でしたが、新たに日本語版が追加されると同時に、フランス語、
ポルトガル語、スペイン語、トルコ語による検索も可能になりました。

◆ブリタニカ・イメージクエストとは

～教育現場での視覚的な情報の需要に応えます～

近年、レポート作成や研究発表、授業教材には、文字情報だけでなく、適切な画像やイラストを利用した視覚的な情
報が求められるようになっています。その一方で、著作権に対する認識が高まり、インターネット上で見つけた画像を
利用する際には、使用条件を確認し、著作権侵害にならないよう細心の注意が求められるようになっています。
ブリタニカ・イメージクエストは、教育目的に限定した利用であれば、生徒や先生方が検索した画像やイラストを自由
に使用できるデータベースです。レポート課題、教材作成、研究発表、ニュースレターなどをより分かりやすく、視覚的
に表現するために効果的な画像やイラストを使用することが可能になります。
世界有数の画像アーカイブﾞや学術機関から提供された高品質な画像をご提供します。分野を問わず、幅広く収録
しているのもブリタニカ・イメージクエストの魅力です。
【画像提供元一覧】（2015 年 4 月現在）
AAP
Africa Media Online
age fotostock
akg-images
Album
Alinari 24 ORE
All Canada Photos
Amana Images
Arcaid Images
Auscape Photo Library
Blend Images
Bridgeman Art Library
British Library
BSIP
Chicago History Museum
culture-images
Custom Medical Stock Photo
De Agostini Editore Picture Library
Designpics
Disability Images/HuntStock

DK Images
Encyclopædia Britannica
epa
First Light Images
Foodanddrinkphotos
Fundamental Photographs
Getty Images
Image Quest Marine
Lake County Discovery Museum
Lebrecht Music + Art
Leemage
MedicalRF.com
Mirrorpix
Mondadori Electa
National Geographic Society
National Portrait Gallery
National Trust
Nativestock Pictures
Natural History Museum
Nature Picture Library
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Newscom
Panoramic Images
Photo Researchers
Photo12
Photoshot
PlanetObserver
Press Association Images
Robert Harding World Imagery
Royal Geographical Society
Science & Society Picture Library
Science Photo Library
SuperStock
TASS Photo Agency
Toronto Star
Underwood Archives
Universal Images Group
View Pictures
Wellcome Images Library
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◆日本語版が 2015 年 4 月リリース！

vol.36 no.3 (2015)
～フランス語、ポルトガル語、スペイン語、トルコ語にも対応～

これまで英語版のみをご提供してきたブリタニカ・イメージクエストですが、日本のお客様の強いご要望に応え、
2015 年 4 月より、日本語版もご利用いただけるようになりました。あわせて、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、ト
ルコ語による検索も可能になりました。
「温暖化」、「代替エネルギー」、「多様性」など日本語のキーワードを入力するだけで、該当する画像やイラストが、
日本語キャプション付き＊で表示されます。画像をダウンロードしたり、メール送信したりすることも簡単な操作で可能
です。
＊日本語キャプションは、機械翻訳で自動生成されます。
接続時には、英語版が表示されますが、簡単な画面操作でいつでも好きな時に言語を切り替えることができます。

◆ブリタニカ・オンライン・ジャパンのお客様は 10%割引でご提供
ブリタニカ・ジャパン株式会社の百科事典サービス「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」「ブリタニカ・スクール」をご利
用中のお客様、同時にお申し込みいただいたお客様は、ブリタニカ・イメージクエストを 10％割引でご提供いたしま
す。

伝えたい情報をより視覚的に伝えるために、ぜひブリタニカ・イメージクエストをご利用ください。
ブリタニカ・イメージクエスト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。
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19 世紀史料コレクション アーカイブ－科学、技術、医学パート２

Nineteenth Century Collections Online
Science, Technology, and Medicine: 1780-1925, Part II
センゲージ ラーニング株式会社
世界有数の図書館、公文書館等が所蔵する 19 世紀の貴重な資料から史料的
価値の高いものをデジタル化して提供するデータベース、Nineteenth Century
Collections Online (NCCO)。今回は、”Science, Technology, and Medicine:
1780-1925, Part II”を取り上げます。

◆博物学の重要文献◆
世界各地を探検し、未知の動植物に対する関心が芽生え、博物学が全盛期を
迎えた 18 世紀を経て、19 世紀になると、未知の動植物への関心が一層高まり、博物学愛好熱は社会の広い層に伝わ
りました。これらの知識欲を満たすために植物雑誌などの定期刊行物の刊行や博物学や園芸に関する各種団体の設
立が相次ぎます。また、印刷技術も向上し、書籍や雑誌に掲載された動植物を描いた銅板や木版の美しい彩色図版
が読者の関心を掻き立てました。本アーカイブは、これらの書籍、定期刊行物を多数収録しており、彩色図版はカラー
のまま原本に忠実に再現されています。

◆現代の学術雑誌の原型、科学アカデミーの定期刊行物を多数収録◆
イギリスとフランスではほぼ同じ頃、17 世紀後半に、科学者同士の情報交換を目的とした学術機関が登場しました。
現代の学会に相当するこれらの学術機関は、通常科学アカデミーと総称されています。定期刊行物を発行し、そこに
論文、書評、科学界の様々な情報を掲載、科学上の発見を巡り第一発見者を認定する機能をも有していました。現代
の学術雑誌の原型とも言うことができます。本アーカイブは、英王立協会の『フィロゾフィカル・トランザクションズ』を筆
頭に、17 世紀後半の科学アカデミーの草創期から 20 世紀初頭まで、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、ロシア、
スウェーデン、アメリカの科学アカデミーの定期刊行物を包括的に収録します。

◆19 世紀イギリスの公衆衛生行政の記録◆
工業化と都市への人口流入、疫病の蔓延、労働者の生活環境悪化などの社会問題が深刻化し、政策的対応が求
められる中、公衆衛生の概念が登場しました。本アーカイブは、臨時保健委員会、救貧法委員会、救貧法教区連合、
保健委員会など、救貧法行政に関与した機関の記録を収録しており、都市の劣悪な生活環境の実態や、政策の実施
プロセスを明らかにします。

◆収録コレクション◆
■Natural History （博物学精選資料集成）


年代：1780 年-1925 年



言語：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語他



原本所蔵機関：ハンティントン図書館

博物学には多くの学問分野が含まれますが、その最大のものが動物学と植物学です。バクテリアや原生動物のような微
生物から、恐竜、象、巨大セコイアのような複雑で大きな有機体まで、あるいは家畜から新種の動植物まで、海棲生物か
ら陸棲生物までと、多種多様な種が含まれます。大気、土壌、農業、地質学、地球の形成を研究する地球科学も博物学
に含まれます。19 世紀、自然界を研究する新しいツールが発明され、非欧米圏の地域が西洋の人々の知的探究と科学
研究の対象になると、自然世界を対象としたあらゆる研究が開花しました。
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◆アマチュア学者の著作
18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけてもたらされた博物学の画期的成果の多くは、ベンジャミン・フランクリンやチャールズ・
ライエルのようなアマチュア科学者によるものです。本コレクションは、オリヴァー・ゴールドスミス（Oliver Goldsmith）の『地
球と生気ある自然の歴史（A History of the Earth and Animated Nature）』やロバート・ハイシュ（Robert Huish）の『蜜
蜂の自然、経済、実際的経営（Treatise on the Nature, Economy, and Practical Management of Bees）』、ジョージ・ウ
ィリアム・ジョンソンの『英国式庭園の歴史（History of English Gardening）』など、アマチュア科学者による知的刺激に富
む著作を収録します。

オリヴァー・ゴールドスミス『地球と生気ある自然の歴史』所収

◆19 世紀の職業科学者の著作
19 世紀になると、職業科学者の研究が支配的地位を占めるようになります。科学は階級の壁を越え、実力本位の学問へと
変貌します。経済的に恵まれない境遇から苦学して科学者として大成した科学者には、古生物学と比較解剖学を確立したジ
ョルジュ・キュヴィエ（Georges Cuvier）、貝の収集家として有名なトマス・ワイアット（Thomas Wyatt）、イギリスで活躍したド
イツ出身の科学者で、食品添加物に反対したためイギリスを去らなければならなかったフリードリヒ・アークム（Friedrich
Accum）、アメリカの地質学者ジョン・カスパー・ブランナー（John Casper Branner）らがいます。初期の職業科学者の多く
は、その業績を、百科事典的著作の中に残しました。カール・リンネ（Carl Linnaeus）の『博物学の真正で普遍的な体系
（Genuine and Universal System of Natural History）』（1794-1807）、ドイツの博物学者アレクサンダー・フォン・フンボ
ル ト （ Alexander von Humboldt ） の 『 新大陸赤道地方紀行（ Reise in die aequinoctial-gegenden des Neuen
Continents）』、イギリスの植物学者で、天文学、気象学、植物学、貝類学、分類学でも業績を残したエドワード・ジョセフ・ロ
ウ（Edward Joseph Lowe）の著作が本コレクションに収録されています。

カール・リンネ『博物学の真正で普遍的な体系』所収

◆図版を多数収録
本コレクションでは、原本に含まれる木版画や写真も忠実に再現しています。初めて北米の花を正確に美しく再現したアメリ
カの植物学者ウィリアム・バートン（William P.C. Barton）の著書、ジョージ・ヤング（George Young）による地質調査のパイ
オニア的著作『ヨークシャー沿岸地域地質調査（Geological Survey of the Yorkshire Coast）』、ウィリアム・ヤレル
（William Yarrell）の『イギリスの魚類の歴史（A History of British Fishes）』と『イギリスの鳥類の歴史（A History of
British Birds）』、ジョン・キットー（John Kitto）の『パレスチナ：聖地の自然地理学と博物誌（Physical Geography and
Natural History of the Holy Land）』、エイサ・グレー（Asa Gray）の『北部アメリカの植物の手引（Manual of the Botany

2

©KINOKUNIYA COMPANY LTD.

vol.36 no.3

(2015)

of the Northern United States）』と『植物学と野菜生理学の基礎（First Lessons in Botany and Vegetable
Physiology）』などが、美しい図版を収録した文献として挙げられます。

ジョージ・ヤング『ヨークシャー沿岸地域地質調査』所収

ウィリアム・バートン『北米の植物』所収

◆進化論が与えた影響
19 世紀後半の最も重要な科学上の業績は進化論です。変異と種の進化に関するダーウィンの著作は科学界に衝撃を与え、
人々は彼の著作の中に自然界の多様性と構造を説明する鍵を探し求めました。19 世紀から 20 世紀にかけて進化論が及ぼ
した知的影響は NCCO のアーカイブ、”Science, Technology, and Medicine: 1780-1925”収録のコレクション「進化と種の
起源」に収められた資料で詳細に跡付けることができますが、本コレクションでは、ダーウィンの理論が 19 世紀末の生物学に
与えた影響を確認することができます。ダーウィンの『ビーグル号航海中歴訪の火山島についての地質観察（Geological
Observations on the Volcanic Islands, Visited During the Voyage of H.M.S. Beagle）』、ドイツの生物学者フリッツ・ミ
ュラー（Fritz Müller）の『ダーウィン理論を擁護する事実と主張（Facts and Arguments for Darwin）』、エルンスト・ヘッケ
ル（Ernst Haeckel）の『ヒトの進化（The Evolution of Man）』、スタンフォード大学初代総長デイヴィッド・スター・ジョーダン
（David Starr Jordan）の『進化と動物の生命（Evolution and Animal Life）』などが収録されています。
◆紀行・探検記
博物学関係の著述群に含まれる紀行・探検記は、博物学の社会的・文化的文脈を知る上で有益です。これらの紀行・探検記
の著者としては、オーストラリアからスカンディナヴィアまで多数の旅行記を出版したアメリカ人マチューリン・バロウ（Maturin
M. Ballou）、19 世紀初頭のアメリカ数千マイルを踏破し、『北アメリカの植物（ Flora Americæ Septentrionalis; or, A
Systematic Arrangement and Description of the Plants of North America）』を出版したドイツ生まれのアメリカ人フレ
デリック・パーシュ（Frederick Pursh）
らがいます。これらの探検はしばしば
生命の危険を伴いましたが、アメリカ地
質調査の初代隊長クラレンス・キング
（Clarence King）が調査の途上落雷
にみまわれたことは、『シエラネヴァダ
フレデリック・パーシュ『北アメリカの植物』所収

の 登 山 （ Mountaineering in the
Sierra Nevada）』に記録されています。

特定地域の地質と動植物に焦点を当てた旅行記もあります。ジェームズ・ハチングス（James M. Hutchings）の『カリフォル
ニアにおける驚異と珍奇の光景（Scenes of Wonder and Curiosity in California）』はそのかなりの部分でヨセミテ渓谷を
取り上げています。失われた文化を紹介する旅行記もあります。ウィリアム・バートラム（William Bartram）の『ノースカロライ
ナ、サウスカロライナ、ジョージア、西フロリダ紀行（Travels Through North and South Carolina, Georgia, East and
West Florida…）』はチェロキー族の風習を克明に記録し、ピーター・パラス（Peter S. Pallas）はロシア帝国南部地域への
旅行で出会った文化を『ロシア帝国南部地域の旅（Travels Through the Southern Provinces of the Russian
Empire）』に記録しました。これらの紀行文は、異文化に対する好奇心と、自然界を科学的に理解したいという欲求に貫かれ
ています。
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左 2 枚はアッパー・ナチュラル・ブリッジ、右 2 枚はヨセミテ渓谷（ハチングス『カリフォルニアにおける驚異と珍奇の光景』所収）

◆英語以外の言語で書かれた文献、その英訳
本コレクションには、ドイツ語、フランス語などの文献や、英訳され、19 世紀の科学知識の普及に貢献した著作が含まれてい
ます。また、博物学者同士で観察結果を情報交換した書簡も多数収録されています。フランスの伝説的博物学者ジョルジュ
=ルイ・ルクレール・ド・ビュフォン（Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon）の 28 巻に及ぶ書簡と著述、イギリスの化学
者・地質学者チャールズ・ドーベニー（Charles Daubeny）の火山に関する書簡、ユストゥス・フォン・リービッヒ（Justus von
Liebig）の近代農業に関する書簡、『ヨーロッパとウラル山脈におけるロシアの地質学（The Geology of Russia in Europe
and the Ural Mountains）』など、特定の主題をとりあげた書簡が収録されています。

◆文学色豊かな著作
この時代の博物学の科学的著述には文学的価値を持つものも残されています。シェイクスピアの博物学を探求した人気作
品の一つ、エスター・シングルトン（Esther Singleton）の『シェイクスピアの庭園（The Shakespeare Garden）』は自然界、
農村部の生活、人間と自然の交流を透明な文体で叙情豊かに描き、文学的価値が高く評価されています。オリヴァー・ゴー
ルドスミス、ウィリアム・ゴールドスミス、アレクサンダー・フォン・フンボルトほど有名ではないものの、チャールズ・ウィルクスの
冒険紀行、クラレンス・キングのエレガントな著述、バルテルミー・フォジャ・ド・サン＝フォン（Barthélemy Faujas De
Saint-Fond）の生気ある記述、エドアルト・ジュース（Eduard Suess）の力強い散文など、多彩な文体が旅行記・紀行に彩り
を添えています。
◆博物学関係の協会、博物館の活動を伝える文献、博物学雑誌
科学に対する広範な関心の高まりを受け、19 世紀には多くの博物学協会が設立され、出版活動、公開講義、研究助成を通
じて博物学の研究を促進しました。本コレクションの収録文献は、ロンドンのリンネ協会（Linnaean Society）、マサチューセ
ッツ州セーラムのエセックス研究所（Essex Institute）、サンフランシスコのカリフォルニア科学アカデミー（California
Academy of Sciences）、パリの自然史博物館（Muséum National d'Histoire Naturelle）、フィラデルフィアの自然科学ア
カデミー（Academy of Natural Sciences）とペンシルヴァニア大学フィロメイシアン協会（Philomathaean Society）、ロンド
ンのキュー王立植物園（Royal Botanic Gardens）の活動を伝えます。
19 世紀後半、博物学の最先端の知を提供する学術雑誌と、知識を広く社会に還元するポピュラー雑誌の刊行が相次ぎます。
これらの雑誌は多くの場合、ロンドンの”Florist and Pomologist”やレーゲンスブルクの『一般植物雑誌（Allgemeine
Botanische Zeitung）』のように図版を多用していました。『カーティス植物雑誌（Curtis's Botanical Magazine）』や『アメリ
カ科学技芸雑誌（American Journal of Science and Arts）』のような長命の雑誌は、19 世紀から 20 世紀初頭にかけての
科学研究のあらゆる分野に関する論文を提供しています。
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最も定評のある植物学雑誌『カーティス植物雑誌』多数の美しい銅板画を毎号掲載した

ボタニスト・リポジトリー

ボタニカル・キャビネット

ロンドンリンネ協会紀要

ロンドン園芸協会紀要

◆日本に関する記録
国際的な輸送網が整備され、世界が狭くなった 19 世紀、西洋の人々は未知の珍奇な植物を求めて、世界各地を訪れました。
シーボルトなど日本の植物に魅せられた西洋人も少なくなく、本アーカイブには、彼らが日本の植物を採集した記録もとどめ
ています。

ペリーの日本遠征にはプラント・ハンターが同行し、日本の植物の採集に当たった。
真ん中はウィリアム・モローとサミュエル・ウェルズ・ウィリアムズが日本で採集した植物のリスト。
右は、エイサ・グレイからペリー宛 1857 年 4 月 16 日の書簡。
「ウィリアムズとモロー両博士が日本で採集した植物コレクションについて私が提出した報告書は現在、国務長官が持っています。
ご著書の中でお使いになりたいのであれば、自由にお使いください。」

トーマス・ホッグ「日本からの書簡」

ズッカリーニ「ゲーリングにより採集された日本植物の鑑定」

（『Gardener’s Monthly』1864 年 10 月）

（『Flora oder Botanische Zeitung』1846 年 1 月 21 日）

フレデリック・バービッジ「日本的なものの側面」

「シーボルトの日本報告」

（『Flora and Sylva』1903 年 6 月）

（『Flora order Botanische Zeitung』1828 年 12 月 28 日）
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■Academies of Sciences Publications （科学アカデミー刊行物集成）


年代：17 世紀後半-20 世紀前半



言語：英語、フランス語、ドイツ語、スウェーデン語

◆イギリス
西洋史上初の科学の学術機関、王立協会が創設されたのが 1660 年。クリストファー・レン、ロバート・ボイル、サー・ロバート・
モレーら創設メンバーは、観察と実験によって自然界の知識を獲得する新哲学の普及に努め、王立協会は近代科学の方法
の基礎を打ち立てました。協会は 1665 年、『フィロゾフィカル・トランザクションズ（Philosophical Transactions）』を創刊、現
存する最古の学術雑誌となります。1714 年の英語による予防接種の最初の説明、1770 年代の鳥類学のパイオニア的研究、
1820 年代のチャールズ・バベジの機械式計算機、1839 年のウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットによる写真術の発明、
1890 年代のウィリアム・ラムゼイによる空気中の希ガスの発見、1919 年のアインシュタインによる一般相対性理論の発表など、
近代科学史上画期的な発見を掲載しました。寄稿者にはアイザック・ニュートン、エドマンド・ハレー、ベンジャミン・フランクリ
ン、ウィリアム・ハーシェル、チャールズ・ダーウィン、アレッサンドロ・ボルタ、ジェームズ・クラーク・マクスウェルら、近代科学
史を形成した著名人が名を連ねています。
＜主要な収録誌＞


王立協会フィロゾフィカル・トランザクションズ（Philosophical Transactions of the Royal Society of London）



王立協会会議録（Proceedings of the Royal Society of London）

植物の種子に関するレーウェンフックの

ロバート・フックの『海洋気圧計の発明』に

王立協会宛書簡

関するエドマンド・ハレーの解説

チャールズ・バベッジの
関数計算に関する論文

(Philosophical Transactions, 1694)

(Philosophical Transactions, 1702)

(Philosophical Transactions, 1817)

◆フランス
イギリスで王立協会が創設されたのと同じ頃、フランスではルイ 14 世がコルベールの助言の下、科学研究の支援を目的とす
る学術機関、科学アカデミー(Académie des Sciences)が創設され、王立協会とは異なり、科学アカデミーは政府の機関とし
て運営されたため、会員は社会問題、宗教問題に対し、慎重な姿勢が求められました。フランス革命期には、王立機関として
のアカデミーは廃止され、国立学士院(Institut National des Sciences et Arts)に再編、王政復古後の 1816 年には、フラ
ンス学士院を構成する一機関として再出発します。本コレクションは 18 世紀初頭から 20 世紀初頭までの科学アカデミーの
刊行物を収録、コンドルセ、ジョルジュ・キュヴィエ、ルイ・アントワーヌ・ブーガンヴィル、ジャン・バチスト・ラマルク、アンデル
ス・オングストローム、ルイ・パスツール、リュミエール兄弟ら、錚々たる科学者が寄稿しています。
＜主要な収録誌＞


碑文・文芸アカデミー会議報告（Académie des Inscriptions & Belles-Lettres）



科学アカデミー会議週間報告
（Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences Publiés）



王立科学アカデミー年誌（Histoire de l'Académie Royale des Sciences）



フランス学士院の王立科学アカデミー論文集
（Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France）
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1816 年の王立科学アカデミー会員
コンドルセの確率計算論

(Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France,

19 世紀になると、職業科学者の研究が支配的地位を占めるようになります。科学は階級の壁を越え、実力本位の学問へと
(Histoire de l'Academie Royale des Sciences, 1784)
1818)

◆ドイツ
1652 年、シュヴァインフルトに自然探求アカデミー(Academia Naturae Curiosorum)として創設され、1677 年に皇帝レオ
ポルド 1 世の勅許を得たレオポルディーナ(Leopoldina)は世界最古の学術機関としても知られています。メンバーの科学的
発見に関する通信や出版活動を主たる事業とし、はじめて総会を開催したのは 1924 年です。学会通信メンバーには、マリ
ー・キュリー、アルベルト・アインシュタイン、マックス・プランク、ヴィルヘルム・オストヴァルトらがいます。ドイツ第二の科学ア
カデミーは、ハノーヴァー公国の統治者でもあったイギリス国王ジョージ 2 世が 1751 年に創設した王立科学協会（後のゲッ
チンゲン科学アカデミー）です。ジョージ 2 世は、自然科学と医学全般に通じていたスイス人学者アルプレヒト・フォン・ハラー
(Albrecht von Haller)を初代会長に任命しました。アカデミーの紀要は、現存する最古のドイツ語の学術誌とみなされてい
ます。1759 年、法曹家で歴史家でもあったヨハン・ゲオルク・ロリ(Johann Georg Lori)によって創設されたバイエルン科学
アカデミーはバイエルン選帝侯マイクシミリアン 3 世ヨーゼフにより勅許を得ます。アカデミー運動を牽引した多くの人物と同
様、ロリもアマチュア科学者として、同時代の代表的な科学者と書簡をやりとりし、精力的に情報交換を行ないました。本コレ
クションは、これら 3 つのアカデミーの発行物を収録します。
＜主要な収録誌＞
【ベルリン科学アカデミー】


ベルリン王立科学・文芸アカデミー年誌（Histoire de l'Academie Royale des Sciences et Belles Lettres）



ベルリン王立科学アカデミー論文集（Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin）



ベルリン王立科学アカデミー数学論文集
（Mathematische Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin）



プロイセン科学アカデミー論文集（Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften）



プロイセン王立科学アカデミー月報
（Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin）



プロイセン科学アカデミー会議報告（Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften）

【ゲッチンゲン科学アカデミー】


ゲッチンゲン王立科学アカデミー論文集
（Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen）



ゲッチンゲン科学アカデミー報知（Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen）
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【バイエルン科学アカデミー】


バイエルン科学アカデミー数学・自然科学部門会議報告
（Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften zu München）

アカデミー紀要は会員名簿（通常会員、外国人会員、名誉会員、通信会員）を、選出年月日とともに掲載しており、当時の科学界の人物情報
を知る格好の情報源である。アカデミーには自然科学の学者だけでなく、人文科学の学者も会員として加わっていた。
左はベルリン王立科学アカデミー紀要（Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin）の 1860 年の号。通常会員が
物理・数学群と哲学・歴史群の二つに分かれているのが分かる。

◆オーストリア
オーストリアでは、18 世紀初頭から科学者が科学的知識と研究の促進のためのアカデミーの創設を求めて運動してきました
が、帝国から創設に必要な勅許を獲得したのは、19 世紀半ばです。1847 年に、皇帝フェルディナント 1 世はウィーン帝国科
学アカデミーの創設に同意を与えました。創設当初は、歴史学と考古学が活動の中心でしたが、19 世紀後半には、活動に
占める自然科学のウエートが高まります。アカデミーが重要な役割を演じた最初の国際極地年(1881 年から 1884 年)は、世
界的規模での極地の探求と研究の端緒となりました。科学アカデミーの歴史の中では後発ながら、オーストリアのアカデミー
の学術誌は、外科医のパイオニア、テオドーア・ビルロート、物理学者クリスチアン・ドップラー、地質学者エドアルト・ジュース、
化学者カール・アウアー・フォン・ウェルスバッハ、医師でノーベル賞受賞者でもあるユリウス・ワーグナー=ヤウレッグら、著名
科学者の研究を記録しています。本コレクションは 19 世紀半ばから 20 世紀前半までのアカデミー発行の学術誌を収録しま
す。
＜主要な収録誌＞


帝国科学アカデミー年報（Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften）



帝国科学アカデミー雑誌（Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften）



オーストリア科学アカデミー雑誌（Anzeiger Österreichische Akademie der Wissenschaften）



帝国科学アカデミー論文集（Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften）



帝国科学アカデミー哲学・歴史学部門会議報告
（Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften）
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◆ロシア
ロシアでは、1724 年にライプニッツの助言を得て、皇帝ピョートル 1 世の直接の関与の下、初の科学アカデミーが創設されま
した。宮廷の公用語であるフランス語の名称をもつペテルブルク帝国科学アカデミー(Académie Impériale des Sciences
de Saint-Pétersbourg)です。創設当初の活動は、ドイツ人物理学者ゲオルク・ヴォルフガング・クラフト、フランス人天文学
者ジョゼフ=ニコラ・ドリル、フィンランド人数学者アンダース・レクセルら外国人学者に大きく依存していましたが、19 世紀に
入るとロシア人による科学の業績が増加し、ロシア人のメンバーも増えてきました。18 世紀におけるアカデミーの主な活動は、
ロシア各地の広大な未開拓地探検でした。1733 年から 1743 年にかけて行われたヴィトゥス・ベーリングの第二カムチャツカ
探検、1760 年代と 70 年代に行われたペーター・ジーモン・パラスのシベリア探検を後援したほか、1769 年の金星の太陽面
通過観測でも重要な役割を演じます。アカデミーの出版物は 18 世紀初頭からロシア帝国が崩壊する 1917 年まで、膨大な
量に達します。
＜主要な収録誌＞


ペテルブルク帝国科学アカデミー会報（Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg）



ペテルブルク帝国科学アカデミー論文集
（Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg）

◆スウェーデン
スウェーデンの科学アカデミーは、博物学者カール・リンネと仲間の科学者により 1739 年に創設されました。すでにウプサラ
大学の学者が 1719 年に科学アカデミーを設立したものの、人文主義的色彩が濃厚でした。そのため、自然科学的志向をも
った学術機関の必要性が説かれるようになり、イギリスやフランスのアカデミーをモデルに、自国語で出版物を刊行し、ストッ
クホルムの財界や政界とも近い機関として創設されたのが、リンネらのアカデミーです。創設後まもなく紀要の刊行を開始、
19 世紀前半には物理学、化学、技術、植物学、動物学の分野で大きな業績を発表、科学の専門分化の促進に向けて恊働し
た最初のアカデミーとなりました。
＜主要な収録誌＞


スウェーデン科学アカデミー紀要（Swenska Vetenskaps Academiens Handlingar）



王立科学アカデミー新紀要（Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar）



スウェーデン王立科学アカデミー紀要（Kungliga Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar）

◆アメリカ
アメリカでは、科学研究に対する政府の支援が得られず、他国に比べ科学アカデミーの創設が遅れました。アメリカ科学振
興協会(American Association for the Advancement of Science)がフィラデルフィアで創設されたのが 1848 年、年報が
刊行されたのは 1890 年です。科学振興協会創設の 5 年後、カリフォルニア科学アカデミーがサンフランシスコで創設、西部
の環境の精力的な調査に着手し、1854 年に会議録の第 1 巻を創刊します。1874 年には博物館を開設、後にアメリカの最も
重要な博物館の一つに成長します。カリフォルニア科学アカデミーは、女性科学者に門戸を開いた最初の科学アカデミーで
もあります。本コレクションは 1890 年の創刊から 1925 年までの科学振興協会の年報の大半とカリフォルニア科学アカデミー
の年報の最初の 19 巻を収録します。1889 年、ウォートン金融・経済研究院院長エドマンド・ジェームズ率いる 22 人の学者が、
社会の研究という従来のアカデミーとは全く異なるタイプのアカデミー、アメリカ政治学・社会科学アカデミーをフィラデルフィ
アに創設します。政治、経済から社会、歴史、政策まで広範な研究を促進し、分野の壁を超えた学際研究を推進しました。ジ
ェイン・アダムズや W.E.B.デュボイスがメンバーに加わっていたことからもわかるように、アカデミーの入会資格は多方面に
開かれていました。
＜主要な収録誌＞


アメリカ政治学・社会科学アカデミー年報（Annals of the American Academy of Political and Social Science）



カリフォルニア科学アカデミー会議録（Proceedings of the California Academy of Sciences）
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年代：1805 年-1900 年



言語：英語、フランス語、ドイツ語、スウェーデン語



原本所蔵機関：英国国立公文書館

(2015)

公衆衛生の管理運営に関連する資料として、1805 年から 1806 年まで、および 1831 年から 1832 年まで開催された二つの臨
時保健委員会と、1834 年に設立された救貧法委員会の記録が収録されています。救貧法委員会は、貧困軽減活動の評価、
労働者の北部工業地帯への再配置、地方教区の統合による救貧法教区連合の創設など、広範囲の責任を有していました。
1834 年の改正救貧法を通過させる際、議会はイギリス全体をカバーする医療管轄区を創設し、政府は各管轄区の医療サービ
スを監督する医療委員を任命します。本コレクションの多くは救貧法教区連合（Poor Law Unions）の記録で構成されます。
1847 年に救貧法委員会を引き継いで設立された救貧法局の記録から、伝染病に対する予防や治療など公衆衛生政策の実態
を跡づけることができます。
1834 年の改正救貧法は、救貧法委員会を創設すると共に、社会制度を変革するきっかけともなりました。改正救貧法に影響を
与えたものとして、社会改革家エドウィン・チャドウィックの業績があります。チャドウィックの『イギリスの労働人口の衛生状態に
関する報告』は、公衆衛生行政に決定的な影響を及ぼしました。この報告が提出されて以降の一連の衛生改革、1848 年の公
衆衛生法施行、都市衛生協会が主導した全国規模の衛生改革を経て、保健委員会(General Board of Health)が創設される
にいたります。本コレクションには 1848 年から 1858 年までの保健委員会の記録が収録されています。
1848 年公衆衛生法は、保健委員会の創設、汚水処理や給水施設の整備、そしてロンドンの衛生改革に対処する首都衛生協
会の創設にも繋がります。これらの機関の記録があって初めて、ジョン・スノウの医学上の発見と疫学分野の確立が可能になり
ました。自身の研究と、役人が収集した情報に基づく地図を作成することで、スノウはコレラと汚染水の因果関係という画期的発
見を行ないます。スノウの研究、とりわけ 1849 年の『コレラの伝染様式について』は、伝染病予防における衛生状態の重要性を
公衆につたえました。
19 世紀後半、公衆衛生に対する関心が芽生え、医学が進歩するにつれ、公衆衛生における教育と入院の役割が高まります。
また、エリザベス・ブラックウェルやエリザベス・ギャレット・アンダーソンら、女性の社会活動家や医師の努力により、女性の健康
も公共の問題として意識されるようになります。
保健委員会の記録は、地方の委員会に保健に関する権限が委譲されるのに伴い、同委員
会が廃止される 1858 年まで続きます。さらに政府は、1866 年衛生法の施行に伴い、公共の
井戸から危険な住宅まで、公衆衛生を阻害する要因を除去する権限を地方政府に与えるこ
とで、地方政府の権限を明確化しました。これらの動きは、国民医療サービス（National
Health Service）を地方へ権限移譲すべきかどうかをめぐる現代イギリスの議論の中に反復
されています。
＜収録資料＞


保健委員会に提出された、教区単位での、住民の衛生状態、下水処理、排水、飲料供
給に関する調査報告（Report to the General Board of Health）



地方委員会に提出された衛生状態や伝染病に関する調査報告
（Report to the Local Government Board）



各地の救貧法教区連合（Devon, Hertfordshire, Lancashire, Northumberland,
Sussex, Worcestershire, Yorkshire）の記録（Records of Poor Law Unions）
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■Entomology（昆虫学）


年代：1750 年-1925 年



言語：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語他



原本所蔵機関：アルバータ大学ブルース・ピール特別コレクション図書館

18 世紀後半まで、科学の分野としての昆虫学はエピソードの域を出るものではありませんでした。顕微鏡の発展に印刷技術の
進歩が結びつき、昆虫の姿を木版画で正確に複製することが可能になると、研究者が昆虫の形態を詳細に観察する道が開か
れました。本コレクションに収録される書籍は、昆虫学黎明期の優れた図版を多数掲載します。19 世紀を通じて昆虫観察の精
度が高まるにつれ、科学者は昆虫の体系的分類法を編み出し、昆虫の構造、器官、組織を分類する正確な形態学を打ち立て
るに至りました。

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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第4号
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○●
WorldShare ILL と BLDSS の連携機能がリリースされました！
WorldShare Interlibrary Loan（WorldShare ILL）

①

は、図書館における ILL リクエストの作成、送
受信、管理業務を支援するオンラインサービスで
す。世界最大の図書館資料データベース
③

「WorldCat」に登録された 3 億 3,000 万件の書
誌について、その所蔵情報を確認し、46 ヶ国
10,000 の図書館を対象に必要資料の貸借または
複写を依頼/受付することが出来ます。

②

このたびこの「WorldShare ILL」と英国 British
Library の提供する文献複写サービス「British
Library Document Supply Service（BLDSS）」
の連携が実現しました。図書館は WorldShare
ILL 画面上で各資料につき BLDSS の提供可否や
④

概算価格を確認し、直接オーダーを送信すること
が出来ます。
＝＝＝＝＝オーダーから請求の流れ＝＝＝＝＝
1.利用者から要望のあった資料につき、通常通り
WorldShare ILL 上で検索、指定、依頼リクエ
ストとして保存します。BLDSS から提供可能
な場合はリンクが表示され①、クリックすると
該当資料のオーダー画面が開きます②。

★ImmediateDownload なら
迅速な文献入手が可能です！

2.BLDSS Online Account にログインし③、希望
する提供手段やスピード等④に応じた著作権
料込みの価格をその場で確認の上⑤、オーダー
を送信します⑥。
3.画面上はログイン時に選択した Account に準
じた提供価格が米ドルで表示されますが、請求
は WorldShare ILL の IFM（Interlibrary-loan
Fee Management）プログラムを通じ、他の
図書館との ILL 取引と共に、月次で円価換算

⑤

された金額を紀伊國屋書店から請求致します。

⑥

詳細については oclc@kinokuniya.co.jp までお問
い合わせ下さい。
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●○ニュースレター“OCLC Abstracts”より○●
WorldCat Digital Collection Gateway 経由で登録された WorldCat レコードが 4,000 万件を突破
記念すべき 4,000 万件目の登録は、Arizona Memory
Project 所蔵の J.W. Hoover Lantern Slide Collection
収録スライド「Almond Orchard」（アーモンド園）
の書誌レコードでした。資料フォーマットが「ダウン
ロード可能な記録資料」となっているとおり、
WorldCat で詳細レコードを開くとオンラインで入手
欄に View Online リンクが表示され、1 クリックで
Arizona Memory Project のスライド公開ページへア
クセスすることが出来ます。
WorldCat Digital Collection Gateway は、図書館の
持つデジタルコンテンツのメタデータを WorldCat デ
ータベースに自動的にハーベストすることの出来る
無料ツールで、図書館がインターネット上で公開して
いる貴重なコンテンツのアクセシビリティ向上に寄与しています。（当記事の詳細はこちらから≫）

●○今号の数字○●
図書館のデジタルコンテンツへのリンクを持つ WorldCat 上
の書誌データ数….

4,270,000
WorldCat は世界中の OCLC メンバー機関によって 1971 年
から登録、蓄積されてきた書誌情報のデータベースです。
WorldCat データベース上の各レコードは、図書館等に所蔵
されている資料や作品の書誌詳細情報、ならびにその所蔵機
関情報から成ります。WorldCat 誕生以来、44 年間で登録さ
れたレコード数は 3 億 3,000 万件を超え、そこには紀元前 4,800 年から現在まで、6,000 年以上にわたる人類
の知の記録を見ることが出来ます。カバーされている資料フォーマットは、電子書籍、紙書籍、逐次刊行物、
録音資料、画像、楽譜、地図、視覚資料、複合資料、コンピューターファイル等々、多岐にわたります。現在
WorldCat には毎秒 7 件というスピードで新規レコードが登録されており、人類の知とともに、WorldCat デ
ータベースも着実に成長しています。
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 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。
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