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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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第9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○ ●
第 82 回国際図書館連盟（IFLA）の 2016 年次総会が OCLC 本部のあるコロンバスで開催されます！
◇ IFLA 公式サイト
◆ 日程：2016 年 8 月 13（土） - 19 日（金）
◇ 場所：アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス
Greater Columbus Convention Center
◆ 総会プログラム（PDF）
◇ 参加登録ページ
◆ 申込み期限（日本時間）
早期申込締切：2016 年 5 月 18 日（水）

午前 8：00

通常申込締切：2016 年 8 月 12 日（金）

午前 2：00

現地申込開始：2016 年 8 月 12 日（金）
2016 年の IFLA 年次総会は、OCLC 本部から車で約 20 分とほど
近いオハイオ州コロンバスの会場で開催されます。開催期間中には、
OCLC 見学ツアーも組まれております。この機会に奮って IFLA
年次総会にご参加いただき、是非 OCLC にもお立ち寄りください。

●○ニュースレター“CONTENTdm UPDATE”より○ ●
デンバー公共図書館、廃刊した名門地元紙の写真アーカイブを CONTENTdm で公開
米国コロラド州、ロサンゼルスとシカゴの間に位置するデン
バー公共図書館は、数年前、その報道内容が高く評価されな
がらも廃刊となった名門地元紙「ロッキー・マウンテン・ニ
ュース」のアーカイブ所有権を得ました。このアーカイブに
は、1990 年代後半から 2009 年の同紙廃刊まで 20 年間弱に
わたって撮影された 308,562 枚の写真、ネガ、プリント、そ
の他、様々な調査ファイルが含まれています。
このたび同館職員と OCLC スタッフによる 2 年間の取り組
みが結実し、デンバー公共図書館は
ロッキーマウンテンニュースのデジタル写真アーカイブを
世界中の研究者に向けて公開したことを発表しました。

▲ピューリッツァー賞を受賞した写真シリーズ
「コロラドの山火事に関する写真」からの一枚

当コレクションには、ピューリッツァー賞を受賞した「コロラドの山火事に関する写真」、
「コロンバイン高校
銃乱射事件の直後の生徒達の写真」
、イラク戦争で戦死した海軍人の葬儀の舞台裏を追ったトッド・ヘスラー
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の「最後の敬礼（Final Salute）」など、衝撃的な写真シリーズが複数含まれている他、2008 年にデンバーで
開催されたアメリカ民主党全国委員会の写真 2,208 枚なども見ることができます。
デンバー公共図書館は現在、OCLC のデジタルコレクション管理・公開ツール「CONTENTdm」を用いて作
成された同館専用のデジタルライブラリーで、110 万件のユニークな資料を公開しています。コレクション写
真の閲覧、あるいは「ロッキーマウンテンニュースアーカイブ」に関するより詳しい情報は、デンバー公共図
書館ガイドの案内ページをご覧ください。（当記事のオリジナルはこちらから≫）

●○OCLC ニュースリリースより○ ●
SCS サービス、図書館グループの共有コレクション管理サポートを開始
OCLC の 提 供 す る Sustainable Collection
Services (SCS)は、このたびコンソーシアムや地
域の図書館グループによる紙資料共有プロジェ
クトを対象としたサポートサービスを開始しま
した。SCS サービスでは、これまで WorldCat 上
に登録された所蔵情報を元に個別の図書館の資
料所蔵状況を分析し、除籍や保存、移管などの判
断材料となるデータを提供してきましたが、多く
の図書館からの要望に応える形で、今回このサービス対象が複数の図書館で共有されている紙資料にも拡大さ
れたとのことです。（当記事について詳しくはこちらから≫）

●○今号の数字○ ●
世界の OCLC カタロギングユーザー数…

OCLC カタロギングユーザー数
2015 年 8 月 31 日時点

10,253

地域

機関数

アジア・パシフィック

835

ヨーロッパ・中東アジア・アフリカ

668

OCLC のオンライン共同目録 WorldCat 上で見ることが

南北アメリカ

8,750

できる膨大かつ多様な図書館資料の情報は、世界中の

計

10,253

OCLC メンバー館が作成・登録する目録データが元にな
っています。オンラインあるいはバッチ処理で新規データを登録したり、情報に不足や誤りのあるデータを修
正することで WorldCat の構築と品質管理に貢献しているメンバー館は「カタロギングユーザー」と呼ばれま
す。2015 年 8 月末時点で、世界のカタロギングユーザー数は 10,253 機関にのぼっています。地域別にみると、
南北アメリカが群を抜いていますが、日本を含むアジア・パシフィック地域でも 835 機関が、この世界最大
の図書館資料データベースの構築と管理に寄与しています。
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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テレグラフ・ヒストリカル・アーカイブ
デイリー・テレグラフ、サンデー・テレグラフ全文データベース

The Telegraph Historical Archive 1855-2000
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デイリー・テレグラフを、1855 年の
創刊号から 2000 年まで全号、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、1961 年創刊の日曜版
サンデー・テレグラフも 2000 年まで収録します。

◆ペニー新聞のパイオニア◆
デイリー・テレグラフは、印紙税が廃止された 1855 年に創刊されました。印紙税廃止後に発刊が続いた安価な新聞
はペニー新聞と呼ばれましたが、デイリー・テレグラフはそのペニー新聞を代表する新聞です。テレグラフの低価格路
線により、新聞は広範囲の社会階層の手に届くものとなり、創刊 10 年後には、新聞界の巨人タイムズの発行部数を追
い抜きます。それ以降、世紀末に大衆紙デイリー・メールが創刊されるまで、自他共に認める発行部数最大の新聞とし
て、一時代を築きました。

「発行部数最大の新聞」

創刊の辞

ペニー新聞の誕生

デイリー・テレグラフ(創刊時は Daily Telegraph and Courier)の
創刊の辞の一部「議会が賢明にも、新聞の進歩に足枷をはめ
ていた印紙税を廃止した今、2 ペンスで発行することとした。」
～June 29, 1855～

創刊から 3 ヶ月後の 9 月 1 日、紙
名を Daily Telegraph に変え、価格
を 1 ペニーに下げた。
～September 17, 1855～

創発行部数が 50 万部を超え、新聞界の巨人
タイムズをも凌ぐイギリス新聞の発行部数を
誇る新聞にまで成長した。
～January 1, 1886～

◆ジャーナリズム界の寵児ジョージ・サラ◆
後発の新聞としてイギリス新聞市場を勝ち抜くため、テレグラフは低価格路線だけでなく、
内容面でも新しい試みを実践する必要がありました。それを体現した人物がジョージ・オーガ
スタス・サラ(George Augustus Sala)です。サラは、世界各地を飛び回り、リンカーン、ナポレ
オン 3 世、ガリバルディといった時の人へのインタビューを果敢に試み、テレグラフの看板記者
としての名声を獲得、ジャーナリズムの新境地を切り開きました。インタビュー記事の導入、ヘ
ッドラインの多用、読者を意識した独特な文体といった特徴は、保守的な文人マシュー・アーノ
ルドから「ニュー・ジャーナリズム」の名の下に批判されますが、これらの要素は、その後のデイ
Punch Historical Archive
～August 27, 1881～

リー・メールらの大衆紙の試みを先取りしたものでした。
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ジャーナリズム界の寵児ジョージ・オーガスタス・サラ
アメリカ、アルジェリア、イタリア、ドイツ、ロシア、スペイン、オーストラリア、ニュージーランドと、ジョージ・オーガスタス・サラはテレグラフ
の特派員として世界各地に赴き、リンカーン、ナポレオン 3 世、ガリバルディ、ローマ教皇ら世界の要人にインタビューを試みた。それまで
の新聞界にはないタイプの新しいジャーナリストであった。
～(左) January 2, 1864 (中) May 2, 1865 (右) June 26, 1866～

編集長エドウィン・アーノルド
詩人で東洋学者のエドウィン・アーノルドが編集長の時代、テレグラフの外国報道は充実した。テレグ
ラフがアフリカで失踪した探検家リヴィングストーン捜索の共同スポンサーになったのも、アーノルド編
集長時代である。

The Illustrated London
News Historical Archive
～April 2, 1904～

女性向けページ
デイリー・メールがそれまで新聞の読者層とは見なされることのなかった女性を読者として意識した紙
面作りを始めたとの同じ頃、テレグラフも土曜日に女性用ページを新たに設け、料理、ファッション、レ
クリエーション、読書、各界の女性の動向などの記事を挿絵入りで掲載した。
～ July 15, 1899～

◆チャーチルとの半世紀以上に及ぶ関係◆
テレグラフの歴史の中で、最も深い関わりを持った人物を挙げるとすれば、おそらくウィンストン・チャーチルでしょう。
両者の関係は、チャーチルがまだ無名の 20 代の頃、従軍記者としてインド北西部の英軍軍事作戦の記事を寄稿して
以降、半世紀以上にも及びました。中でも、第二次大戦前夜、ヒトラーに対するチェンバレン内閣の融和政策にチャー
チルが反対の声を挙げたとき、テレグラフはいち早く支持を表明、チャーチル首相就任のための世論を喚起しました。
ジャーナリストチャーチルを世に送り出し、政治家チャーチルを側面から支援したテレグラフは、チャーチル一個人だ
けでなく、その政治理念や彼を支持した社会階層を考察するための格好の資料です。
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チャーチル入閣キャンペーン
ジャーナリストチャーチルの誕生

海軍大臣チャーチル

チャーチルはインド部族の反乱を鎮圧
する軍事作戦に従軍記者として参加し
た。
～October 6, 1897～

第一次大戦初期、海軍大臣だ
ったチャーチルが敵国ドイツ
の犯罪について述べた書簡。
～December 21, 1914～

チェンバレン首相のドイツ宥和政策がドイツのズデーデン地方併合により
失敗に帰した中で、テレグラフは宥和政策に反対していたチャーチルの入
閣を求めるキャンペーンを社説や投書欄で展開した。因みに、宥和政策を
支持していたタイムズに、このような記事を見出すことはできない。
～(左) July 3, 1939
(右) July 5, 1939～

チャーチル死去前の報道
チャーチルが病に倒れた後、死去するまでの 9 日間、テレグラフは毎日、第一面に写真入りで病状、見舞い客、自宅前の様子などを詳細に伝えた。
～(左) January 16 1965
(中) January 17 1965
(右) January 18 1865～

チャーチル死去前の報道 (続き)
～上段（左) January 19 1965
(中左) January 20 1965
上段（中右） January 21 1965 (右) January 22 1965
下段（左）January 23 1965 （右）January 24 1965～

チャーチル死去
January 25 1965
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◆多彩な記者、外国特派員◆
ジョージ・サラ、チャーチルの他にも、デイリー・テレグラフは多彩な記者、外国特派員によって支えられてきました。
19 世紀末に編集長を務めた詩人で東洋学者のエドウィン・アーノルド(Edwin Arnold)、普仏戦争のときドイツ軍のパ
リ入場を他紙に先駆けて報じたジョン・メリー・ル・サージュ(John Merry Le Sage)、19 世紀末のアルメニア人大虐殺
を報じたエミール・ジョセフ・ディロン(Emile Joseph Dillon)、20 世紀前半の名物コラムニスト、ジョン・ベンジャミン・フ
ァース(John Benjaman Firth)、第一次大戦時の英軍のガリポリ作戦を克明に伝えたエリス・アシュミード-バートレット
(Ellis Ashmead-Bartlett)、第二次世界大戦
の火蓋を切ったドイツ軍のポーランド侵攻をスク
ー プ し た ク レ ア ・ ホ リ ン グ ス ワ ー ス (Clare
Hollingsworth)、さらには論説委員のマルコ
ム・マッゲリッジ(Malcolm Muggeridge)、演劇
評のクレメント・スコット (Clement Scott)、文芸
批評・建築批評のジョン・ベッジュマン(John
Betjeman)、ジャズ批評のフィリップ・ラーキン
(Philip Larkin)、訃報記事のヒュー・モンゴメリ
ー-マッシングバード(Hugh
Montgomery-Massingberd)ら第一級の記者、
ライターがテレグラフを支えました。

普仏戦争時のドイツ軍のパリ入場を伝えるテレグラフとタイムズ
左は 1871 年 3 月 1 日のテレグラフ、右は 3 月 2 日のタイムズ。
一見してテレグラフにおけるヘッドラインの多用が明確である。
報じたのは、後に編集長に就任したジョン・メリー・ル・サージュ。

アルメニア人大虐殺

ガリポリ作戦

アルメニア人虐殺といえば第一次大戦時のものが有名だ
が、19 世紀末にも発生している。テレグラフではこの事件
を特派員エミール・ジョゼフ・ディロンが詳細に報じた。
～March 14, 1895～

60 年前のタイムズ特派員ウィリアム・ラッセルがクリミア戦争前線の杜撰な作戦を広く国民に知
らしめたように、テレグラフ特派員エリス・アシュミード-バートレットは第一次大戦時のイギリス
軍のガリポリ作戦を検閲の網を潜り抜けて克明に伝え、戦争指導部に作戦の失敗を悟らせた。
～May 7, 1915～

現代訃報記事の父ヒュー・マッシングバード

タイムズ 2007 年 12 月 28 日に掲載された
マッシングバードの訃報記事。

ヒュー・モンゴメリー-マッシングバードが訃報専任記者に就任すると、
テレグラフの訃報欄はそのクオリティの高さから注目を集めるようになった。

4

©KINOKUNIYA COMPANY LTD.

vol.37 no.2

(2016)

◆最大の発行部数を誇る現代イギリス高級紙◆
20 世紀に入ると大衆紙との競争に晒され、テレグラフの発行部数は一時的に低迷しますが、1937 年には 1772 年
創刊のモーニング・ポストを買収、その後、第二次大戦直前にチャーチル入閣を支持し、発行部数を急増させます。以
後、現在に至るまでイギリス高級紙では最大の発行部数を維持しています。

詳細検索画面
発行年、記事欄、図版の種類等、絞込み機能を使っ
て探している記事にたどり着くことができます。

文書表示画面
検索結果画面

イメージビューワ機能が充実しています。

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 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。
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犯罪、刑罰、大衆文化 1790-1920

Crime, Punishment, and Popular Culture, 1790-1920
センゲージ ラーニング株式会社
政治、経済、国際関係、社会、文学、宗教、芸術、科学、技術が
大きく変化した 19 世紀、犯罪と刑罰の領域にも変革の波が押し寄
せました。本データベースは、裁判資料、刑務所関係資料、警察資
料、刑法文献、大衆小説等を通じて、犯罪と刑罰の変化のプロセス
に様々な角度から光を当てます。19 世紀の資料が大半を占め、
Gale の 19 世 紀 史 料 コ レ ク シ ョ ン Nineteenth Century
Collections Online の 12 のユニット(アーカイブ)を補完するデジタ
ル・コレクションです。
※本データベースのタイトル表記では”1790-1920”となっていますが、その前後の時代の資料も収録されています。

◆19 世紀の刑務所改革に迫る一次資料群◆
本データベースが収録する１番目の資料群は、ペンシルベニアやニューヨーク等の刑務所、監獄規律協会発行の
報告書等、19 世紀の刑務所改革の実態に迫る資料群です。
啓蒙主義の影響の下、18 世紀後半から 19 世紀にかけての欧米では、従来の身体に苦痛を与える身体刑から自由
を束縛する自由刑へと、刑罰の改革が進みました。刑務所への収容が一般的になるにつれ、人々の目は刑務所の劣
悪な環境に注がれるようになり、囚人の更生に適した刑務所とは何かという問題意識の下、数々の刑務所改革が実施
に移されます。アメリカでは、クエーカー教徒の主導の下、囚人の更生に望ましいとの考えから、独居房へ隔離する刑
務所の建設が進みました。

◆18 世紀から 20 世紀前半までの 250 年間に亘る犯罪と刑事裁判資料の一大コレクション◆
本データベースが収録する 2 番目の資料群は、イギリスとアメリカの刑事裁判資料です。窃盗、恐喝、強盗、殺人か
ら扇動、通貨偽造、さらには艦船反乱、逃亡奴隷隠匿まで、膨大な数の刑事事件について、起訴から証言、証拠、弁
論、判決までの過程を詳細に辿り、18 世紀から 20 世紀前半までの 250 年間に亘る犯罪と刑事裁判の全貌を明らかに
します。犯罪の発生原因を追求する刑事裁判の資料は、犯罪と刑罰の歴史を超えて民衆の世界を垣間見せてくれま
す。

◆19 世紀の刑法改革資料◆
19 世紀には、欧米諸国で刑法が改革され、刑法典が整備されました。本データベースが収録する 3 番目の資料群
は、フランスとイタリアを中心とする欧米各国の刑法改革資料です。フランス革命期の刑事裁判所資料、19 世紀のフラ
ンス刑法のモノグラフや教科書、19 世紀のイタリア刑法学の文献等を通して、犯罪と刑罰に関する 19 世紀の法学に接
近します。

◆伝説的犯罪者や西部開拓時代の有名キャラクターを主題にした通俗小説や回想録◆
19 世紀には犯罪者を主題にした通俗小説や回想録が多数出版されました。犯罪者は大衆の想像力に強く訴え、
その後の探偵小説に大きな影響を及ぼしました。また、アメリカでは西部開拓者の中から、後の西部劇や小説にインス
ピレーションを与えるアメリカン・ヒーローの原型が現れました。本データベースの 4 番目の資料群は、ヴィドック、ディッ
ク・ターピン、ジョナサン・ワイルドら伝説的犯罪者を主題にした通俗小説や回想録、バッファロー・ビルやキット・カーソ
ンら西部開拓時代の有名キャラクターを主題にした通俗小説です。
1
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【収録コレクション】
■Nineteenth Century Crime: Literature, Reports, and True Crime from the American Antiquarian Society
（19 世紀の犯罪：アメリカ稀覯書協会所蔵）


年代：1750 年-1923 年



収録資料：モノグラフ、マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：アメリカ稀覯書協会

本コレクションは、18 世紀半ばから 20 世紀初頭にかけてのアメリカにおける犯罪や刑罰に関する歴史資料、犯罪、冒険、戦争
をテーマにした小説、判例や法令等の法律資料等を収録します。18 世紀後半から 19 世紀前半にかけて、各地で
”penitentiary”(贖罪施設)と呼ばれる刑務所が設立され、19 世紀後半になると近代的な更生施設が設立されました。犯罪や
刑罰に関する歴史資料としては、州が運営する初期の監獄の状況を記述したもの、独房監禁の拡張を説いたもの、警察の活
動を報告する資料、懲役の実態を詳細に記述したもの、精神障害者の隔離施設の建設を説いたものなど、多岐に亘ります。
＜収録報告書の例＞








ペンシルベニアイースタン州立刑務所検察官
年次報告書
ボストン監獄規律協会理事会年次報告書
アルバニー刑務所年次報告書

ペンシルベニア州立イースタン刑務所
(Eastern State Penitentiary)

メリーランド刑務所所長年次報告書
ニューヨークマグダレン協会理事会年次報告書
ニューヨーク精神病院院長年次報告書

ニューヨーク州立シング・シング刑務所
(Sing Sing State Prisons)

イースタン刑務所設計プラン

ニューヨーク州立オバーン刑務所

ニューヨーク州立クリントン刑務所

(Auburn State Prison)

(Clinton State Prison)

1856 年にペンシルベニア州立イースタン刑務所が受け入れた囚人に関する刑を
宣告した裁判所と罪状の対照表
(Twenty-Eighth Annual Report of the Inspectors of the Eastern State
Penitentiary of Pennsylvania 所収)
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容疑者の写真
リンカーン暗殺事件の裁判記録の

暗殺現場の位置関係を再現した

冒頭ページ

ダイアグラム

(The Assassination of President Lincoln and the Trial of the
Conspirators 所収)

大衆文学の定番ジャンル、死刑囚の最後の告白。
裁判経過に死刑囚の最後の告白が付されるという

イギリスの有名な犯罪者名鑑ニューゲート・カレンダー

のが定型。

伝説的犯罪者を主題にした作品。
左：『ヴィドック回想録』とその挿絵(クルックシャンク)

中：シルヴィオ・ペリコの『回想録』

3

右：『ディック・ターピンとジャック・シェパードの生涯』
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ジョージ 4 世王妃キャロライン離婚裁判の
年(1820 年)に刊行された裁判記録

裁判所に向かうキャロラインの行列

(2016)

キャロラインの不倫相手とされたイタリア人、
バルトロメオ・ぺルガミ

■Crime and Justice in Europe: Manuscripts from the British Library
（ヨーロッパにおける犯罪と刑事裁判：大英図書館所蔵マニュスクリプト集成）


年代：1786 年-1900 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：大英図書館

本コレクションの中心資料はイギリスの巡回裁判の訴訟名リストで、手書きの注釈も含まれます。注釈には事件の目撃者証言、
刑務所委員会の委員名もあり、19 世紀イギリスの裁判の実情や求刑する治安判事の思考プロセスが垣間見える貴重な資料で
す。コレクションの中には、自然の光が浴びられる刑務所建設案などの人道的刑務所改革案のほか、女性用の囚人服など、刑
務所の生活をあらゆる点から照射する資料を含みます。また、警察の起源とされるボウ・ストリート・ランナーを創設した刑法の
改革者、サー・ジョン・フィールディングが執筆した「ロンドン近郊 20 マイル以内での窃盗防止案」(1751)、「ニューカッスル公に
より着手された警察の起源と効果」(1758)のほか、大陪審、治安判事、浮浪罪、刑務所改革などに関するパンフレット類を収録
します。

■Crime, Criminology and Civil Liberties: Archives of the Howard League for Penal Reform, The Howard
Journal （犯罪、犯罪学、市民の自由：ハワード刑事改革連盟アーカイブ、ハワード・ジャーナル）


年代：1921 年-1976 年



収録資料：雑誌



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

イギリスのハワード刑事改革連盟は、世界最古の刑事改革の団体で、ハワード協会と刑事改革連盟が 1921 年に合併する形で
創設されました。本コレクションは、1921 年から 1976 年までの同連盟のアーカイブ資料を収録します。
コレクションの中核をなすのは、刑務所改革運動のパイオニア、ジョン・ハワードに因んで命名された連盟の機関紙、ハワード・
ジャーナルです。同誌は予防拘禁、懲役刑、自殺、独房監禁、グループワーク、治療共同体、精神疾患の治療、矯正、刑期満
了後の更正指導、刑務所内の食事、死刑など、刑罰の哲学的側面や実務的側面を扱う記事を多数収録するほか、刑務所にお
けるアルコール中毒者、性犯罪者、少年、児童、母親の処置についても考察を加えています。また、海外への関心も高く、アメ
リカ、カナダ、インド、中国、プロシア、ロシア、ハンガリー、ビルマ、南アフリカ、ニュージーランドの刑罰制度の比較が試みられ
ています。さらに、刑事制度の当事者である警察、公選弁護人、刑務所内の医者や精神科医についても考察が加えられてい
ます。記事以外では、イギリスやその他の国々の犯罪統計を収録しています。
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■Journal of Prison Discipline and Philanthropy, 1845-1920（監獄の規律と慈善雑誌）


年代：1845 年-1920 年



収録資料：雑誌



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

本コレクションは、フィラデルフィア公立刑務所待遇改善協会（後のフィラデルフィア刑務所協会）の機関紙と所蔵資料を収録し
ます。同協会は、フィラデルフィア公立刑務所の収監者の待遇を改善するために、ベンジャミン・フランクリンやベンジャミン・ラッ
シュらフィラデルフィアの啓蒙市民により 1787 年に設立されました。1845 年には、囚人の取扱に関する様々な問題を広く一般
に 周知す る こ と を 目的と し て 、 機関誌「 監獄の 規律と 慈善雑誌(Journal of Prison
Discipline and Philanthropy)」を創刊しました。同誌は、犯罪や刑罰に関する理論的考察、
監獄の状態に関するルポルタージュ、囚人からの書簡、会員の刑務所訪問記など、様々な
記事を掲載したほか、女性、青少年、精神障害者の囚人の取扱について問題提起を行ない、
独居房、死刑、陪審員制度、独房監禁、刑務所創作教育、模範囚の刑期短縮、囚人の社会
復帰計画などの問題に考察を加えています。また、ジョン・ハワードやメアリー・カーペンター
らイギリス人の監獄改革論や、アイルランド、ロシア、ベルギーの監獄制度についても議論・
独居房

分析しています。

■The Cleveland Workhouse and House of Refuge and Correction Records, 1855–1950
（クリーブランド感化院、難民収容所、矯正記録、1855-1950）


年代：1855 年-1950 年



収録資料：マニュスクリプト 114 タイトル



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

■Crime and the Criminal Justice System: Records from The U.K. National Archive
（犯罪と刑事司法システム：イギリス公文書館所蔵記録集）


年代：1780 年-1932 年



収録資料：モノグラフ、マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：英国公文書館

18 世紀初頭のイギリスでは、犯罪の大半は当事者間で私的
に扱われ、一部の重大犯罪に限り、裁判所に持ち込まれまし

囚人の年齢、収容前の職業、犯罪、判決、宣告された

た。しかし 18 世紀末、犯罪の水準がエスカレートするにつれ、

刑、収容刑務所名等を囚人毎に記載した囚人台帳

刑事司法制度の近代化が推進されました。本コレクション収
録資料は、裁判所や刑務所、治安維持当局の内情に迫り、刑事司法制度が近代化したプロセスを詳細に解き明かします。刑務
所囚人総覧(Calendars of Prisoners)という台帳には、囚人毎に、年齢、職業、教育水準、犯罪、判決、宣告された刑、収容刑
務所名が記載されています。そのほか、特定の事件に関する裁判所意見を時系列に並べた台帳、陪審員の台帳、特定の刑務
所の囚人台帳、殺人事件の摘要、刑の宣告に関する裁判所への勧告など、様々な資料を収録します。さらに、1859 年のアイル
ランド警察操典には、分隊隊形から敬礼まであらゆる項目の解説が記載されており、巡査や治安判事の業務を規制する法律を
集めた『王立アイルランド警察法集成 1836-1885』がこれらを補います。
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■Law, Crime, and Society in Hanoverian England: The Old Bailey Proceedings, 1714-1820
（ハノーヴァー朝イングランドにおける法、犯罪、社会：オールド・ベイリー裁判記録集）


年代：1714 年-1834 年



収録資料：モノグラフ 132 タイトル



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

18 世紀のイギリスでは、軽微な犯罪に対する死刑適用の是非、烙印、公開鞭打ち、公開絞首刑のような罪人に恥辱の感覚を
抱かせる目的の刑罰の効果の有無など、刑法改革が盛んに論じられました。また、1742 年には警察の起源とされるボウ・ストリ
ート・ランナーズがロンドンに創設されました。
本コレクションは、1714 年から 1834 年までのオールド・ベイリー（中央刑事裁判所）の刑事裁判の記録を収録します。軽微な窃
盗から強盗、恐喝、殺人、さらには扇動罪や艦船反乱罪まで、記録された犯罪は多岐に亘ります。また、各々の裁判について、
告発から提出された証拠類、証人の証言、判決による結審までの全過程が記録されています。
これらの裁判記録は、法制史の資料であるとともに、加害者や被害者が置かれた生活環境や犯罪の動機を明らかにすることを
通じて、同時代の民衆社会を垣間見せる社会史の資料としても貴重なものです。

■Criminal Case Files of the U.S. Circuit Court（米国巡回裁判所刑事裁判ファイル）


年代：1789 年-1897 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：米国公文書館

本コレクションは、連邦裁の第 2 巡回区控訴審(ニューヨーク南部)、第 3 巡回区控訴審(ペンシルヴァニア)、第 4 巡回区控訴審
(メリーランド)のうち、1790 年から 1845 年にかけて行われた刑事裁判の資料を収録します。訴状、口頭弁論、宣誓供述書、事実
認定などが含まれます。海賊行為、公海上の船舶における暴動、奴隷貿易、逃亡奴隷の隠匿、通貨偽造や文書偽造、偽証、郵
便物窃盗、扇動、密輸、司法妨害、合衆国の友好国への侵略共謀など、当時の社会で大きな関心を呼んだあらゆる犯罪が対象
となっています。また、船舶の不法な艤装や武装、無免許通商、関税の脱税などに関する裁判も含まれています。
本コレクションには、海上での犯罪に関する裁判記録が多数収録されていますが、これは 19 世紀前半のアメリカにおける海事
活動の重要性を示しています。公海上の犯罪が発生した地域は、フランス、メキシコ、キューバから南米スペイン領（現ベネズエ
ラ）、アフリカ海岸まで広範囲に及びます。また、裁判資料からは、船長による船員の鞭打ちや拘留のための船舶内の営倉など、
当時の船舶生活の一面を知ることもできます。さらに、奴隷輸送船の状態に関する記録も含まれています。

■FBI File on Sacco/Vanzetti（サッコ・バンゼッティ裁判 FBI ファイル）


年代：1921 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

本コレクションは、イタリア生まれのアナーキスト、ニコラ・サッコとバルトロメオ・バンゼッティの裁判に関する FBI のファイルを収
録します。サッコとバンゼッティの支援者（支援委員会）による物的証拠の公開請求と、請求を拒否する連邦政府の根拠に関し、
FBI と司法省内部で行われた議論を明るみにします。内部メモの一つによれば、エドガー・フーバーFBI 長官は、サッコとバン
ゼッティの有罪はマサチューセッツ州だけに関わることであり、事件に関する FBI のファイルは事件そのものには何ら関係を持
たないものである旨、報道機関向けに声明を出すよう、ジョージ・ファーナム司法長官代理に要請するとともに、支援委員会の委
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員を国外退去させるために法的根拠を探るよう依頼していたことが記録されています。本コレクションは、ヨーロッパの共産主義
者と無政府主義者によるサッコ・バンゼッティ事件への報復爆撃事件を受けて、アメリカ大使館を監視していた秘密情報員から
の報告、事件の新聞報道の切り抜きも収録されています。

■Trial and Execution of Sacco and Vanzetti（サッコとバンゼッティの裁判と処刑）


年代：1920 年-1926 年



収録資料：モノグラフ



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

■Conspiracy Trials in America, 1919-1953（アメリカにおける共産主義裁判）


年代：1919 年-1953 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

20 世紀初頭、アメリカでは共産党が台頭する一方で、共産主義者に対する弾圧や訴追が広範囲に発生しました。本コレクション
は、アメリカ政府の共産党とその支持者に対する告発と訴訟の記録を収録します。
ロシアへのアメリカ軍の派遣を批判するパンフレットを流布したことによりアナーキスト、ジェイコブ・エイブラムズらロシアからの移
民が扇動罪で告発された「エイブラムズ対合衆国」裁判(1919)、医師徴募法の下で軍隊に徴募された医師が、過去に共産党員
であったことがないとの申立てを行なうことを拒否したために勤務を許されなかった「オーロフ対ウィロビー」裁判(1953)の下級審
の訴訟記録･最高裁での申立と上訴趣意書と意見、20 人の共産主義者が政府の転覆を図ったとして訴えられ、著名な弁護士ク
ラレンス・ダロウが弁護に立った「イリノイ対ロイド」裁判(1922)の裁判記録の抄録、共産主義を支持する著作を出版したとして「ハ
ワイの 7 人」が訴えられた「合衆国対フジモト」裁判(1952)の記録などが収録されています。

■Files of the Department of Justice: Judge Isaac C. Parker（司法省アイザック・パーカー判事ファイル）


年代：1875 年-1896 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：米国公文書館

本コレクションは、1875 年から 1896 年までアーカンソー州西部地区とインディアン地区の連邦地方判事の職にあったアイザッ
ク・パーカー判事の書簡と文書を収録します。パーカー判事は、その任期中に多くの無法者が絞首刑に処せられたため、西部
劇では「首吊り判事」の異名をもちますが、実像は複雑で、もともと前任者の時代の汚職により地に墜ちた裁判所の評判を回復
するために着任したと言われています。パーカー判事の管轄下にあったインディアン居住区では、ネイティブ・アメリカン法がイ
ンディアンに、連邦法が開拓者向けに適用され、複雑な法的状況が現出していました。
本コレクションは、アメリカのフロンティアで司法を運営するという歴史的にも特異な経験を記録しています。また、パーカー判事
が判事者の更生にも力を入れ、刑務所の環境改善、刑事司法制度の改革、ネイティブアメリカ人の権利拡張に努めたことをも示
しています。さらに、パーカー判事が「首吊り判事」として知られるようになった 160 件の死刑判決の判決文も収録されています。
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■Letters Received by the Department of Justice from the Territory of Dakota
（ダコタ準州から米国司法省宛てに送られた書簡）


年代：1871 年-1884 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：米国公文書館

■Nineteenth Century Crime: Manuscripts and Ephemera from the American Antiquarian Society
（19 世紀の犯罪：アメリカ稀覯書協会所蔵マニュスクリプト・エフェメラ）


年代：1750 年-1923 年



収録資料：マニュスクリプト 27 タイトル



言語：英語



原本所蔵機関：アメリカ稀覯書協会

本コレクションは、弁護士、警察、保安官の記録、法案や法律、判例、経理資料、証拠や証人リスト、裁判に関する書簡等、個人、
町、郡、州の法律文書を多岐にわたって収録します。不当解雇、名誉毀損、過失等の不法行為の裁判に提出された証拠類も収
録されています。多くの裁判記録は、当時の未開発地域に居住する市民が直面する苦境を再現します。事業経営に関する係
争や証拠類は、商業史や経営史の研究にも有益なものです。

■Nineteenth-Century Crime and Policing: Monographs and Newspapers from the Library of Congress
（19 世紀の犯罪と警察：米国議会図書館所蔵モノグラフ・新聞コレクション）


年代：1866 年-1923 年



収録資料：モノグラフ、定期刊行物



言語：フランス語、スペイン語



原本所蔵機関：米国議会図書館

19 世紀のアメリカでは、大都市への大量の移民の流入と西部フロ
ンティアの急速な拡大により犯罪が急増、その結果、刑法が
整備され、警察、監獄、法執行機関が創設されました。本コレクシ
ョンは、犯罪や警察の活動を記録する新聞や書籍を収録します。
1845 年に創刊された The National Police Gazette は、「悪事さ
まざま(Vice’s Varieties)」「殺人と自殺(Murder and Suicide)」
「この邪悪な世の中(This Wicked World)」などのコラムでニュー
ヨークの犯罪を取り上げました。The Illustrated Police News は、
センセーショナルな記述と挿絵で読者の関心を引きました。

■Pinkerton's National Detective Agency Records, 1853-1999, Letterpress Books and Miscellaneous Reports
（ピンカートン探偵事務所記録集）


年代：1853 年-1920 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：米国議会図書館
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ピンカートン探偵事務所は、リンカーン大統領暗殺計画を突き止め、未然に防いだことで有名なアラン・ピンカートンによって
1850 年に創立されました。事務所は発展するにつれ、重大事件に関わりを持つようになります。ピンカートンは南北戦争中、北
軍情報局のトップの任に就いたのをはじめ、史上初の列車強盗犯の捕獲、シカゴ大火災後の略奪の防止、ジェシー・ジェーム
ズ、ブッチ・キャシディ、レノ・ブラザーズ、ワイルドバンチらの悪漢の捕獲など、精力的に治安活動に取り組みました。ピンカート
ン事務所は、組合破りや反労働組合活動でも有名になりました。
本コレクションは、事務所がミッドウェスタン鉄道を保護し、フロンティアで名声を馳せていた初期のニューヨーク事務所の運営の
実態を記録するほか、他の探偵事務所との競争の中での宣伝活動なども収録します。鉄道会社の労働組合会議、組合幹部名
など、組合活動を監視した記録も収録されています。

■Wood Detective Agency Records, 1865-1945（ウッド探偵事務所記録集）


年代：1865 年-1945 年



収録資料：マニュスクリプト、写真



言語：英語



原本所蔵機関：ハーバード大学法律図書館

■Queensland Police Gazettes（クイーンズランド警察新聞）


年代：1867 年-1907 年



収録資料：マニュスクリプト



言語：英語



原本所蔵機関：オーストラリア、クイーンズランド州立図書館

Queensland Police Gazette はオーストラリア、クイーンズランドの地方警察の内部情報誌として 1864 年に創刊されました。本
コレクションがカバーする 19 世紀後半は、オーストラリアが大きく変化した時期です 1867 年、クイーンズランドは独立植民地に
なり、1901 年にオーストラリアがイギリスから独立しました。同誌に掲載された犯罪一覧や逮捕状などの資料からは、転換期を迎
えていたオーソストラリアで何が不法な行為と見なされていたのかを窺うことができます。

■Western Americana: Frontier History of the Trans-Mississippi West（西部開拓：ミシシッピ川流域西部の開拓史）


年代：1800 年-1930 年



収録資料：モノグラフ



言語：英語



原本所蔵機関：Primary Source Media

本コレクションは、19 世紀半ばから 20 世紀半ばにかけて、西部フロンティアを開拓した伝説的人物らの自伝や伝記、彼らを主
題にしたフィクションを収録します。盗賊、殺人、先住民の征服に関する通俗的な物語がコレクションの主要な内容です。

西部開拓史上の有名人物を紹介する著作

バッファロー・ビル(Buffalo Bill)

ダニエル・ブーン(Daniel Boone)
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■Crime and Justice in Europe: Monographs and Ephemera from the British Library
（ヨーロッパにおける犯罪と刑事司法：大英図書館所蔵モノグラフ・エフェメラ集成）


年代：1675 年-1923 年



収録資料：モノグラフ



言語：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語ほか



原本所蔵機関：大英図書館

本コレクションは、19 世紀の刑法と刑事手続に関するヨーロッパ各国の著作約 1,000 タイトルを収録します。1900 年のスイス民
法典起草案、イタリアの 1844 年民法・刑法・教会法・商法・行政法に関する勅令、マックス・ロデリッヒ(Max Roderich)の『犯罪と
刑罰：興味深い警察・刑事事件集成』(1850)、1868 年イタリアで開催された法医学の専門家のための刑法典に関する会議での
講演集、宗教家ジョージ・エドワード・ビーバーによる自殺に関する説教、ドイツの犯罪小説コレクション、ニュージーランドの未
開種族による殺人と肢体切断を描いた『人喰い人種による殺人(Murders by Cannibals)に関する図版入りのブロードシートな
ど、大衆レベルで広範囲に受容された資料も収録されています。

『1792 年 8 月 17 日の法令によ

『1793 年 3 月 10 日の法令により設

ギー＝ジャン＝バティスト・タルジェ

ジョセフィーヌ・マレ

り設立された刑事裁判所紀要』

立された革命犯罪裁判所紀要』

『刑法典草案の考察』

『刑務所における女性』

■Crime and Justice in Europe: Periodicals and Newspapers from the British Library
（ヨーロッパにおける犯罪と刑事司法：大英図書館所蔵定期刊行物と新聞集成）


年代：1800 年-1923 年



収録資料：定期刊行物



言語：フランス語、イタリア語



原本所蔵機関：大英図書館

本コレクションは、1800 年から 1923
年までのヨーロッパにおける犯罪と
刑事司法に関する定期刊行物と新
聞を収録します。コレクションの中心
をなすのは、1850 年から 1876 年に
かけて刊行されたベネチアの雑誌 L'Eco dei Tribunali です。1848 年の革命勃発を受け、法曹家の教育と一般人の啓蒙を目
的に創刊された同誌は、刑法の自由主義的改革を主張しました。また、同誌は国家の検察と裁判官の人数が過剰であることを
繰り返し指摘、実務的には、刑法典と民法典の改革案を公表、既存のイタリアの法律や改革案を他国の法律と比較する作業も
行ないました。また、ベネチアの刑事裁判に関する統計や具体的な犯罪に関する研究も公表、イタリア刑法の改革を主導しまし
た。同誌は、法律や抽象的理論だけでなく、実践的な情報の提供においても際立っていました。
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◆関連データベース◆
“Crime, Punishment, and Popular Culture”収録コンテンツの関連文献は、Gale の他データベースにも収録さ
れています。”Nineteenth Century Collections Online”の”British Theatre, Music and Literature: High and
Popular Culture”は、19 世紀イギリスで出版されたブロードサイドバラッドのコレクションを、”The Making of the
Modern World”は、ジョン・ハワードの『ロンドンとウェストミンスターにおける監獄の現状』やジェレミー・ベンサムの
『パノプティコン』など、18 世紀から 19 世紀にかけて出版された刑務所改革論、犯罪論、刑罰論の重要文献を収録し
ます。併せてご利用ください。また、これらの Gale のデータベースは、”Artemis Primary Sources”というプラットフォ
ームで横断検索することができます。

The Making of the Modern World 所収)

Nineteenth Century Collections Online Archive 3
British Theatre, Music, and Literature: High and Popular Culture 所収)

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。
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映画シナリオ・シリーズ・データベース

Film Scripts Online Series
Film Scripts Online Series は、Alexander Street Press 社が提供する映画シナリオ
のオンライン・コレクションです。権威ある版を収録しており、映画のシナリオ・コレクションと
して最も包括的なものの１つです。完成の暁には Volume I、II あわせて 1,500 の脚本を収
録予定です。本コレクション収録のシナリオの大半はこれまで出版されたことがなく、他では
入手不可能なものです。
Warner Bros.、Sony、RKO、MGM その他の主要な映画スタジオや、Faber & Faber,
Newmarket Press、Penguin Putnam、StudioCanal、Vintage Anchor などの権利保
有者、Paul Schrader、Lawrence Kasdan、Gus Van Sant、Neil LaBute、Oliver
Stone その他多くの脚本家との契約により、ご提供可能になりました。
さらに、シナリオの詳細な書誌情報や、ディレクター、脚本家の経歴情報も収録、数十年におよぶ映画と映画文化
の探求を可能にします。大衆文化、映画、多様性、ジェンダー、言語、言語学、脚本、アメリカ史、人類学、社会学、心
理学その他の研究分野で幅広くご活用ください。
本シリーズは、２つの Volume より構成されています。


American Film Scripts: Volume I
古典的な作品を含むアメリカの映画のシナリオ 1,000 点
を収録します。



Film Scripts Online: Volume II
収録範囲はより国際的になり、古典から現代作品まで対
象を拡げています。完成の暁には 500 点の映画のシナリ
オを収録予定です。

シナリオ表示画面

※Film Classics シリーズ（モノグラフ）
Volume II には、英国映画協会(British Film Institute)出版のモノグラフ、Film Classics シリーズの電子
版が収録されています。本シリーズは、映画の製作と受容史、古
典とみなされるゆえん、作者、脚本家の映画作品に対する個人
的な反応、評価などを知る機会を提供します。
■作品例


Citizen Kane （Orson Welles）



Vertigo （Alfred Hitchcock）



Throne of Blood（黒澤 明 『蜘蛛巣城』）



Dr. Strangelove（Stanley Kubrick）



8 ½ （Federico Fellini）

Film Classicsシリーズ

他
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American Film Scripts: Volume I 収録シナリオ例

Double Indemnity

From Here to Eternity

Some Like It Hot

Mr. Smith Goes to Washington

His Girl Friday

The Lady from Shanghai

The Last Temptation

The Wizard of Oz
Christ

Singin’ in the Rain

Sunset Boulevard

Ben Hur

It Happened One Night

Casablanca

Urban Cowboy

American Gigolo

Broadcast News

Raging Bull

Witness

The Maltese Falcon

In the Line of Fire

Unforgiven

The Last Detail

Blade Runner

Taxi Driver

State and Main

Out of the Past

Hotel Rwanda

The African Queen

Span’glish


Gods and Monsters
Mr. Deeds Goes to Town

Ararat

Predator

Black Hawk Down

Trading Places

Body Heat

Platoon

of




















(2016)

Boogie Nights
The Big Chill
Night of the Hunter
The Searchers
The Spanish Prisoner
Twelve Monkeys
Rebel Without a Cause
The Hustler
North by Northwest
Mean Streets
Nashville
My Own Private Idaho
King Kong
Suspicion
Swing Time
The Magnificent Ambersons
Fury
The Sting

Film Scripts Online: Volume II 収録シナリオ例 （括弧内はディレクター名）

Cross of Iron (Sam Peckinpah)

Deer Hunter (Michael Cimino)

The Elephant Man (David Lynch)

The Third Man (Carol Reed)

Hobson's Choice (David Lean)

The Ladykillers (Alexander Mackendrick)

The Man Who Fell to Earth (Nicolas Roeg)

Kinｄ Hearts and Coronets (Robert Hamer)

Leaving Las Vegas (Mike Figgis)

Murder on the Orient Express (Sidney Lumet)

Bringing Up Baby (Howard Hawk
詳細検索画面
全文検索はもとより、脚本家、出演者、取り上げられている人物、
出来事、場所など、きめ細かな検索項目が用意されています。

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 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。
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世界中の地図情報・GIS データをお手元に
北朝鮮、初の水爆実験？関連 GIS 製品のご案内
正式名称：朝鮮民主主義人民共和国 Democratic People's Republic of Korea
面積：約 12 万 538km2
人口（2008）：約 2405 万人
首都：平壌 P`yǒngyang（日本との時差なし）
主要言語：朝鮮語
通貨：ウォン Wǒn

2016 年 1 月 6 日 10 時 30 分、北朝鮮が地下核実験場で初の水爆実験を行ったと発表。日本でも爆発による地震波
が検知され、その位置は、過去にも地下核実験が行われた豊渓里（プンゲリ）地下核実験場（北緯 41．6、東経 129．2）
であることも判明。今回は、これに関連する GIS 製品をご紹介します。

◆北朝鮮／Terrain Analysis Data◆

北朝鮮の地形と地質・土壌性質を解析した
1：200,000 縮尺の GIS データです。
北朝鮮全般の地形傾向と、各都市がどのような自然環境の上にあり、道路や鉄道がどのように走っているかを知るこ
とができます。

◆EVG 製、北朝鮮 1：50,000 地形図◆

・ラスター（電子画像データ）版
NK52-8-38、NK52-8-46 *1980 年製
・ベクター（解析用 GIS データ）版
K-52-103-B、K-52-103-G *2008 年製
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◆人口動態データ LandScan◆
国勢調査に依らないリアルな人口データとして高く評価されている LandScan ですが、最新版は 2014 年版です。
アーカイブ版は 2000 年から 2013 年を取り揃えており、北朝鮮全域もカバーしています。約 1 キロメッシュ単位で北
朝鮮全域の人口を知ることができます。
LandScan（北朝鮮）表示例

そのほか北朝鮮エリアの製品は多数ございます。詳細は別途お問い合わせください。

ご注文の際は、エリアを限定していただく必要が
ありますので、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。
インデックスマップ上のご希望のシート番号に基
づいて見積もり金額をご提示いたします。
（左の図は Terrain Analysis Data のインデック
スマップです。）

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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世界中の地図情報・GIS データをお手元に
イラン関連 GIS 製品のご案内
正式名称：イラン・イスラム共和国
面積：164 万 8195km2
人口（2010）：7434 万人
首都：テヘラン Teheran
（日本との時差＝－5.5 時間）
主要言語：ペルシア語，アゼルバイジャン語，
クルド語
通貨：イラン・リアル

核兵器開発疑惑から始まった欧米諸国の対イラン経済制裁が解除され、
イランへの国際的注目が集まっています。
同時に、イスラム国家同士の対立がイラン／サウジアラビア間で激化して
新たな火種ともなっています。弊社ではイラン関連の各種 GIS 製品を
取り揃えていますので、お気軽にお問い合わせください。

◆イラン 1:50,000 縮尺地形図、1:250,000 縮尺地形図、1:250,000 縮尺地質図、1:250,000 縮尺土壌図、
1:1,000,000 縮尺イラク・イラン西部地質図◆

1:250,000 縮尺地形図サンプル
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◆海図（ペルシャ湾、アラビア海各種）◆

ペルシャ湾 海図サンプル

◆人口動態データ LandScan（イラン）◆
国勢調査に依らないリアルな人口データとして高く評価されている LandScan ですが、最新版は 2014 年版です。
アーカイブ版は 2000 年から 2013 年を取り揃えており、イラン全域もカバーしています。約 1 キロメッシュ単位でイラ
ン全域の人口を知ることができます。
LandScan（イラン）表示例

そのほか 1:250,000 縮尺地形図、LandScan など、イランと緊張関係の続くサウジアラビア関連の GIS 製品も多数ご
ざいます。詳細は別途お問い合わせください。

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。
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Early English Books Online (EEBO)
初期近代英国の大衆向け印刷物（ブロードサイド・バラッドほか）
Early English Books Online （EEBO、初期英語書籍集成データベース）は、
15-17 世紀に英国で出版（あるいは英語で記述・刊行）された印刷物約 13 万点を
収録するデータベースです。
この時代には、書籍のみならず、ちらしやパンフレットといった簡素な印刷物も
多く流通しましたが、これらの印刷物は生活に密着した消耗品であるために
きわめて失われやすく、現存するものは貴重です。EEBO は、書籍のみなら
ず、こうした失われやすい印刷物も豊富に収録しています。本稿では、EEBO
からこれらの貴重な史料の一部をご紹介します。
ブロードサイド・バラッド
ブロードサイドとは、瓦版に似た安価な印刷媒体で、チラシ大の紙の片面にニュースや物語など大衆向けの
平俗な内容を印刷したものです。英国では 16 世紀初めごろから流通し、とりわけ、中世以来の口承歌謡バ
ラッドの伝統と結びついて生まれた「ブロードサイド・バラッド」が愛されました。新聞や雑誌が普及する
以前の時代には、町角で歌われるブロードサイド・バラッドは市井の人々がニュースを知るための主要なメ
ディアであり、大きな娯楽でもありました。EEBO の大規模なブロードサイド・バラッドのコレクション
から、一部をご紹介します。

ニュース

5 月の花の喜び（1660 年）
チャールズ 2 世による王政復古を伝え、
歓迎するバラッド

キリスト教の征服（1681 年～1684 年頃）
オスマン帝国の第二次ウィーン包囲に対する
ヨーロッパ連合軍の勝利を伝えるバラッド

物語

ロビン・フッドと強欲な僧侶（1650 年）
中世以来の口承バラッドも印刷に付された

1

真の愛の貞節、誠実な恋人たちの早すぎる死
（1635 年）ロマンスは大いに好まれた
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宗教闘争・政治闘争
17 世紀半ば、宗教・政治上の対立が激化する中で、緊迫したニュースが印刷物にのって飛び交い、また、
さまざまな勢力が自派の意見を主張するためのちらしやパンフレットを流布させました。当時の英国社会の
混乱と分裂を生々しく証言するこれらの印刷物の貴重な現存例が、EEBO には豊富に収録されています。

議会派

カトリック批判
悪魔の暴政（1642 年）
英国国教会に改宗した
元カトリック司祭による
ローマ批判の説法。
教会で実際に話された
説法を印刷したものは多い。

王国に巣食う怪物を天が暴く
―王党派、カトリック、アイ
ルランド人の 3 つの頭をもつ
怪物が法と秩序を破壊する
（1643 年）

大衆の暮らし
印刷・出版文化の成熟とともに、さまざまな内容のチラシや小冊子が流通しました。EEBO は、知識階級
が手にした書籍だけでなく、より多くの人々が目にしたであろうこれら簡素な印刷物も収録しており、初期
近代の英国の社会と文化に関する貴重な資料をご提供します。
娯楽

ゴシップ

テムズ河凍結―ロンドン市民
は氷上で出店やスケート、
だし物を楽しんだ（1684 年）

信仰

バッキンガムシャーに生ま
れた異形の子供（1566 年）
奇形はしばしば大衆の好奇
心の的になった

公告

国王の布告（1604 年）

死

日食は神の裁きの
前触れ（1695 年）

16～17 世紀の 7 度の疫病による
ロンドンの死者数の記録（1665 年）
死の舞踏（1596 年）

実用

月めくりの暦の小冊子（1631 年）
万年暦（17 世紀）

教養ある淑女の楽しみ―
保存食、美容、料理（1677 年）
女性のための家政の手引き書

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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