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20th Century Media Information Database

20 世紀メディア情報データベース
占領期の雑誌・新聞情報
1945 ― 1949

本データベースの特色と目標
NPO 法人インテリジェンス研究所は 2000 年から日本学術振興会の科学研究費を受け、プラ
ンゲ文庫の目次データベース作成プロジェクトを推進してきました。プランゲ文庫は米国メリー
ランド大学所蔵の占領期検閲の活字メディアの一大コレクションで、雑誌の場合、国立国会図
書館でもタイトルでその２割しか所蔵していません。われわれは 2004 年に同文庫所蔵の全雑誌
のデータベースを完成させました。2006 年からは新聞データベースの作成に取りかかりました。
新聞では記事だけなく、広告の目次を取り込み、2012 年 4 月に地方有力紙 22 紙の作業が終了
しました。新聞、雑誌合わせて 322 万余件の膨大なデータベースを構築しました。2002 年から
逐次、インターネットで公開し、その登録者は現在 6100 名に達しています。
早稲田大学現代政治経済研究所では NPO 法人設立の意義を積極的に評価され、われわれと提
携した活動を 2013 年 4 月より行っております。しかしこのデータベースの公開のための費用は
基本的に NPO 側が調達せねばなりません。サーバー更新 ･ 維持 ･ 管理、利用者認証システム開
発などの設備費、事務所維持の諸経費、人件費はけっこうかかります。やむなくデータベース
の有料化で、維持費の一部の調達を図ることになりました。
当 NPO ではプランゲ文庫データベースをさらに拡充する目標を掲げています。占領期に限ら
ず、明治期から平成期の現在にいたるメディア、インテリジェンス関連の資料をデジタル化して、
本データベースに投入する予定です。そのためデータベース名も「20 世紀メディア情報データ
ベース」を称することとなりました。
今後ともわれわれの活動へのご理解、ご支援をお願い申し上げます。

NPO 法人インテリジェンス研究所理事長
山本武利
早稲田大学 20 世紀メディア研究所

The Institute of 20th Century Media, Waseda University

http://www.waseda.jp/prj-m20th/
Email: m20th@list.waseda.jp

NPO 法人インテリジェンス研究所

（NPO）Institute of Intelligence Studies, Japan

http://www.npointelligence.com/
Email: npointelligence@gmail.com

プランゲ文庫とは
アメリカ合衆国メリーランド大学ホーンベーク図書館は、1945 年の秋から 1949 年 11 月まで

に日本で発行されたおびただしい数の出版物を所蔵しています。これらは、第二次世界大戦後、

日本を占領した連合軍総司令部（GHQ）が占領政策の一環として行ったメディア検閲の結果と

して民間検閲局（CCD）に保管されていた資料です。GHQ は新聞、雑誌、図書といった出版物
から、放送、映画、演劇、郵便にいたるまであらゆる種類のメディアを検閲の対象とし、日本
全国を 3 つの地区に分け、東京、大阪、福岡の CCD でプレスコード（日本出版法）にもとづく

検閲を実施しました。
CCD による検閲が 1949 年に終了し、これらの資料の歴史的重要性を認識し母校への移譲に
尽力したのがメリーランド大学教授で、大学に在席のまま GHQ 参謀 II 部戦史室に勤務してい
たプランゲ博士でした。博士の努力が実り、約 2 年をかけて横浜港から約 600 箱の木箱に詰め

られた資料がメリーランド大学に送り出されました。1950 年に最初の木箱が到着し、28 年後の
1978 年 9 月 15 日にメリーランド大学理事会はこれらの占領期資料を正式に「ゴードン・Ｗ・
プランゲ文庫」と命名しました。プランゲ文庫の資料の重要性は占領軍による検閲の実態、占
領下、特に敗戦から５年間の日本社会の変化を当時の出版物から見ることができるなど、言い
つくすことができません。
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本データベースについて
【収録データ概要：雑誌】
占領期新聞・雑誌記事情報データベース化プロジェクト委員会（以下、プロジェクト委員会と）
は、平成 12 年度〜平成 16 年度にかけ、プランゲ文庫コレクションの全雑誌全号の表紙・目次等か
ら著者名、記事・論文タイトル名、本文小見出し、分類番号、分類項目、検閲に関する情報、巻号、
発行所（出版者）
、
発行年月日、
発行地などの情報を入力するデータベースの作成作業を行いました。
最終的に投入された記事レコード数は 196 万 4900 に及びます。

【収録データ概要：新聞】
さらに、プロジェクト委員会は平成 18 年度〜平成 20 年度にかけて日本新聞協会（当時）加
盟紙の全記事の、見出し、記事冒頭 80 字（リード部分がある場合はリードのみ）
、人名、国
名、地名など固有名詞（各記事最高 5 個）、検閲の有無、写真の有無（ある場合はキャプショ
ン）
、掲載紙名、掲載日、掲載ページ、発行形態（朝刊・夕刊・附録・号外）情報、広告（広告主、
商品名）を入力する作業を開始しました｡ 平成 21 年 3 月までに、九州・四国・中国・関西（一部）
の約 50 万件の記事、広告を収録。さらに地方有力紙 28 紙、126 万 1280 レコードを収録しました。

【目次情報・見出し／リードを忠実に収録】
雑誌：グラビア頁、色刷り、カット、表紙、段下記事などについても、目次に掲載されている

場合は１つの記事として扱いました。さらに、記事タイトル、執筆者（所属や肩書きの情報があっ
た場合は〔 〕で表示）、検閲情報については目次と本文それぞれから情報を収録し、不正確な
表現による本文との不一致という問題をクリアしました。発行地は、出版者、出版社、発行所、
発行人、編集人、印刷人のいずれか記載のあったものの所在地を収録しました。

新聞：基本的な情報のほか、各ページを５つのフィールドに分けた位置情報を収録。マイクロ
リールのコマ番号、ページ数、各記事 ID と組み合わせることで容易に目的の記事を探し出せる
よう工夫しました。
記事はあらかじめ ① 一般記事 ② 特殊記事 ③ 広告に分類されており、それらを特定して検索
を行うことも可能です。
請求番号はメリーランド大学と国会図書館が作成した『プランゲ文庫コレクション・マイク
ロフィッシュ版』でタイトルごとに付けられた番号です。マイクロ版の利用の際はこの請求番
号を参照してください。
新聞・雑誌の分類記号および分類項目は、国立国会図書館および米国メリーランド大学ホー
ンベーク図書館の許諾を得て、『日本占領期新聞目録』
『日本占領期検閲雑誌目録』に記された
ものを使用しています。

【検閲情報を記事ごとに収録】
検閲の際の書き込みが認められる場合、記事ごとに書き込みの有無を情報として収録してい
ます。とくに詳細表示画面では書き込みの内容を次のように表示し、どの記事にどのような検
閲がおこなわれたのかを確認できるようにしてあります。
〔※ Suppress：公表禁止 ※ Delete：一部削除

※ Hold：保留

※ Other：上記のいずれにも属さない

が何らかの書き込みが認められる〕

【字体について】
仮名遣いは原本どおりに収録されています。漢字は、原則として新字を採用しました。
ただし、執筆者名に関しては、JIS 第 1 水準および第 2 水準の旧漢字で表現できるものは旧字
体で表現し、表現できない字については異体字もしくは新字に置き換えています。
いずれの方法でも表現できない場合は〓で表しています。なお、検閲による書き込みや汚れ
などで判読出来ない文字は■で表しています。

【データベースの検索機能】
「簡易検索機能」
「詳細検索機能」の二つの検索機能と、①請求番号②分類番号③都道府県番
号による「一覧表示機能 = ブラウズ機能（雑誌のみ）」を組込み、初心者から研究者までのニー
ズに応えられるシステムとなっています。
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簡易検索機能
フリーワードでの検索からヒット記事の一覧表示（表示順のソート可）、さらに個々の記事の
詳細情報を表示します。
● 表示データは基本書誌情報のほかに本データベースの特徴である小見出しデータや検閲情報、
新聞では広告に関するデータ、フィッシュ数、ゲラ・原稿の有無、補遺の有無、更に改題継
続の有無を表示します。
● 一覧表示のソートは「掲載誌（紙）名」
「見出し記事タイトル」「執筆者」「発行年」
「国立国
会図書館・整理番号」の昇順・降順（標準並び順はヒット件数の多いもの＝関連性の高いもの）。
● 結果一覧にも検索ボックスを用意し、結果が膨大になった場合は半角スペースを挟んでキー
ワードを追加することで、AND 検索による絞り込みが可能です。
●

詳細検索機能
上記「簡易検索機能」に加え、検索時に記事タイトル、執筆者名、雑誌ジャンル、発行地、発行者、
雑誌名、発行年月の項目を指定して詳しく検索が行えます。あらかじめソート順も指定可能
です（標準並び順は整理番号の昇順）。
● 検索対象を※雑誌、
※新聞・一般記事、※新聞・特殊記事、※新聞・広告より任意に選択できます。
●

●

各検索項目間のロジック関係（AND、OR）を指定できます。

一覧表示機能＝ブラウズ機能
あらかじめ請求番号 / 分類番号 / 発行地でまとめられた誌名リストが表示されます。そちらを
辿ることで、例えば埼玉県で発行された雑誌一覧からタイトルを選び、さらにそのタイトル
に含まれる記事一覧と詳細情報まで探索可能です。
● 請求番号順の表示
（タイトルの読みの頭文字順 A → Z〔Z → A〕までと補遺資料からなります）。
● 国会図書館の分類番号による表示と、プランゲ文庫の特徴である膨大な小冊子を分類毎に表
示。
● 全てのデータに出版地の都道府県番号を振り、その番号順毎による表示（東京都のみ請求番
号順の表示と複合されています）。
●

本データベースのご利用をご検討の方
個人でのご利用をお考えの方 →
NPO 法人 インテリジェンス研究所
http://www.npointelligence.com/
Email: npointelligence@gmail.com

図書館・大学などでのご採用をお考えの方 →
運営委託・販売総代理店（株）文生書院
〒 113-0033 東京都文京区本郷 6-14-7
http://www.bunsei.co.jp
Email: info ＠ bunsei.co.jp 担当 : 小久保佳則
電話：
（03）3811-1683 ／ Fax：（03）3811-0296

