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「東洋経済新報／週刊東洋経済デジタルアーカイブズ」
～第 1 期（明治 28 年～昭和 20 年）、待望の JKBooks 版がリリース！～
『東洋経済新報』（現『週刊東洋経済』）を創刊号からアーカイブ化した「東洋経済新報／週刊東洋経済デジタルア
ーカイブズ」がジャパンナレッジのシステムに搭載され、電子書籍プラットフォーム JKBooks の新規コンテンツとして、2
月 1 日より配信開始となりました。今回は、JKBooks 版ならではの特徴を中心にご紹介いたします。

◆検索のしやすさを追求！◆
「東洋経済新報／週刊東洋経済デジタルアーカイブズ」（以下、「東洋経済アーカイブズ」）第 1 期では、創刊号（明
治 28 年 11 月 15 日号）から 2202 号（昭和 20 年 12 月 15 日号）までを提供。時代的には、日清戦争直後から太平
洋戦争終結までの時期にあたります。当時の記事には現在では使われない旧字や漢字表記が多く含まれているため、
「検索するのが大変なのでは？」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、JKBooks 版ではそうした心配は
無用です。独自の検索システムによって旧字・新字を同一視した検索が可能になっており、主な国名・地名の漢字表
記（代用字・別字）なども含めて、現代の一般的な表記で検索することができます。
旧字・異体字の検索対応
ジャパンナレッジ検索システムでは独自の
対応テーブルを作成し、旧字・異体字などを
同一視して検索することができます。
例）景氣→景気

對應→対応

經濟→経済

爲替→為替

會社→会社

圖表→図表

戰爭→戦争

實體→実体

歴史的表現のインデクシング対応

外国の国名・地名などの漢字表記、人名の略表記、
代用字による標記が一般的になった熟語などに
対応するため、専用の検索キーを新たに作成しま
した。例えば、
「メキシコ」で検索すると、
「墨其
古」
「墨國」
「墨其哥」
「墨西其」
「墨其西哥」など
を目次中に含む記事がヒットとします。
例）亞米利加、米國→アメリカ
費府 → フィラデルフィア
桂公 → 桂太郎
ル大統領 → ルーズベルト大統領
ローサンジエルス → ロサンゼルス
レシーヴァー → レシーバー
掠奪→略奪
聯合→連合
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◆操作性に優れた専用の検索画面！◆
「東洋経済アーカイブズ」に特化した検索画面（詳細検索)が用意されています。検索範囲は 3 種類（すべて・タイト
ル・執筆者名）から指定できるほか、複数キーワードの組み合わせが可能です。また、ジャパンナレッジ独自のファセッ
ト機能を使って、年代（明治／大正／昭和）、発行年月日、頁分類・記事種別による絞り込みを行うことができます。
執筆者名「石橋湛山」で検索した後、頁分類・記
事種別「座談會」で絞り込んだ場合の検索例。
頁分類・記事種別による絞り込みは、膨大なデー
タの中から効率よく必要な情報を入手するために
有効な手段です。

昭和 9 年 2 月 24 日号（1588 号）
「職業問題對策座談會」
就職活動は当時から世間の関心を集める話題であ
ったことがわかります。

Knowledge
Searcher を使って、
旧字の「餘計」を検索

本文ページは、高品質な PDF 画像で表示されます。書籍のように一冊ごとにページをめくって閲
覧することも、目次を利用して当該ページへジャンプすることできます。また、閲覧中に読み方や意味
がわからない単語が出てきた時は、Knowledge Searcher 機能（テキストをマウスでなぞって検索す
る機能）が役立ちます。この Knowledge Searcher も他のサービスにはない独自機能で、後述する
ジャパンナレッジ Lib とプラットフォームを統合して利用する場合に、高い利便性を発揮します。
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◆「本棚」から冊子単位で閲覧可能！◆
「本棚」機能を使えば、創刊号から 1 誌ずつ、紙の雑誌を読むように閲覧することができます。発行年月日や号数か
ら選択できるほか、附録や臨時増刊などを内容別にまとめて閲覧することも可能です。

発行期間や号の指定のほか、特集名が付与さ

「株式會社年鑑」
「銀行年鑑」で絞り込み。

れている号だけ抜き出したり、附録・臨時増

表紙デザインの変遷を楽しむこともできます。

刊分類での絞り込みが可能です。

◆ジャパンナレッジ Lib との統合利用がおすすめ！◆
ジャパンナレッジ Lib とプラットフォームを統合することで、『日本大百科全書』『国史大辞典』『日本人名大辞典』など
の辞事典類との一括検索が可能となります。また、『太陽』『文芸倶楽部』『風俗画報』など他の JKBooks コンテンツを
ご購入済の場合は、同時代の貴重資料もまとめて検索できるようになります。言葉の意味や記事が執筆された時代背
景をあわせて知ることは、「東洋経済アーカイブズ」を利用した調査・研究により広がりと深みを与えてくれることでしょう。
（一括検索できるコンテンツの種類は、ご契約内容によって異なります。）
ジャパンナレッジ Lib および他の JKBooks コンテンツと
一括検索した場合の検索結果画面（検索語：鐘淵紡績）

「国史大辞典」
「日本歴
史地名大系」に収録さ
れている項目。

「風俗画報」
「太陽」に
収録されている記事。

「東洋経済」に収録されている記事は 78 件
ヒットしました。
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◆価格◆
フルセット一括購入のほか、明治期・大正期・昭和期をそれぞれ分売でご購入いただくことも可能です。2016 年 10
月まではキャンペーン価格（定価から 20％割引）が適用されます。

コンテンツ
フルセット

収録期間

本体価格（税別）

明治期 / 大正期 / 昭和期
（1895 年 11 月～1945 年 12 月）

キャンペーン価格（税別）

1,388,889 円

1,111,112 円

（税込 1,500,000 円）

（税込 1,200,000 円）

416,667 円

333,334 円

（税込 450,000 円）

（税込 360,000 円）

324,075 円

259,260 円

（税込 350,000 円）

（税込 280,000 円）

648,149 円

518,519 円

（税込 700,000 円）

（税込 560,000 円）

分売価格
明治期

明治 28 年 11 月～明治 45 年 7 月
（1895 年 11 月～1912 年 7 月）

大正期

大正元年 8 月～大正 15 年 12 月
（1912 年 8 月～1926 年 12 月）

昭和期

昭和 2 年 1 月～昭和 20 年 12 月
（1927 年 1 月～1945 年 12 月）

※消費税は 8%になります（2016 年 2 月現在）

※本サービスは電子書籍プラットフォーム JKbooks のお申し込みが必要となります（ジャパンナレッジ Lib とは別のプ
ラットフォームとなります）。
※ご購入時、①JKBooks 単独でご利用、②ジャパンナレッジ Lib との統合プラットフォームでご利用、のいずれかをご
選択ください。
①JKBooks 単独でご利用の場合
年間システム利用料をご購入価格の 2％（例：フルセットの場合は 27,778 円〔税別〕）を頂戴いたします。JKBooks
の同時アクセス数は 4 となります。
②ジャパンナレッジ Lib との統合でご利用の場合
年間システム利用料はかかりません。同時アクセス数はジャパンナレッジ Lib に準じます。
※ジャパンナレッジ Lib、および、JKBooks の会員でないお客様は、登録および初期設定費用として、入会費 15,000
円（税別、初回契約時のみ）と年間システム利用料を頂戴いたします。詳細はお問い合わせください。
※ご購入時に、全ページの画像データをメディアでお納めいたします。
※動作環境については、ジャパンナレッジ Lib ウェブサイト にてご確認ください。

◆トライアル◆
1 ヶ月間のトライアルが可能となります。下記申込書で紀伊國屋書店までお申し込みください。
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/jkn/jkb_trial.pdf
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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