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探検の時代

Age of Exploration

~ヨーロッパから世界各地への航海や極地探検の記録~
ドレークとクックの航海からシャクルトンとフランクリンの極地探検に至るまで、世界中の 5 世紀に
わたる旅をたどるコレクション。欧米の主要な図書館に所蔵される貴重な資料が、一つのデータベース
上で探索できます。ヨーロッパの海洋探査の歴史を物語る、科学的発見、ヨーロッパの植民地主義の拡
大、新たな貿易ルート、領土をめぐる紛争等にまつわる資料が収録されています。
収録年代: 1420-1920 年
原本: 世界各地の１２の図書館・文書館より集成
テーマ: 先住民族との遭遇や、貿易ルートの開拓、アジアへの宣教師の記録、地図、など
収録資料の種類: ・日記や航海日誌 ・地図
・写真
・記録映像(動画)
資料の比率： 70%＝手書き文書
30%＝印刷物
言語の比率： 70%＝英語 30%＝非英語
（スペイン、ポルトガル、フランス、オランダ、ラテン、ドイツ、イタリア等）
ジョセフ・バンクスの通信
・クック船長の文書
コロンブス
・バスコ・ダ・ガマ
・フランシスドレイク
フランクリン
・スコット
・シャクルトン
・アムゼン

（Adam Matthew Digital, GBR / 日本総代理店：丸善雄松堂）
≪裏面に続きます≫

●表示価格は概算参考価格(税抜)です。概算参考価格にはライセンス料と手数料が含まれます。掲載製品はリバースチャージ対象製品です。
●原価の改定、為替相場の変動などの理由による価格の変更や掲載タイトルの変更につきましては、予めご了承の程お願い申し上げます。
●正式なお見積もりは、別途ご用命ください。

Age of Exploration
原本所蔵機関

収録資料一例

• British Library

• Captain Cook’s secret instructions and ships’ logs from

• The National Archives, UK

Cook’s three voyages

• Newberry Library

• Captains’ log books from the Beagle, 1825-1829, including

• Lilly Library, Indiana University

the voyage to South America and the Pacific which carried

• The Explorers Club

Charles Darwin on board

• James Ford Bell Library,

• Detailed accounts of Franklin’s first two attempts to find

University of Minnesota

the Northwest Passage

• American Philosophical Society
• Turnbull Library, National Library
of New Zealand

• De varietate fortunae liber IV, ca. 1500 an account of the
travels of Nicolò de Conti, who travelled in the East for
more than twenty-five years

• Massachusetts Historical Society

• Documents relating to the Lady Franklin Bay Expedition

• Bibliothèque Nationale de France

1881-1884 including many notebooks from this expedition

• Glenbow Museum

which were left in the wilderness for several years and

• BFI

provide an interesting insight into this doomed expedition
• A selection of early footage, including South: Sir Ernest
Shackleton’s Glorious Epic of the Antarctic (1919) and
90 Degrees South (1933)

＊貴重な記録映像（動画）や、航路マップなど、文献資料を補足するビジュアルも豊富で、授業でもご活用いただけます。
トップページ

動画一覧

航路マップ⇒

【価格体系】
FTE により価格が異なります。
FTE は人文社会科学系学部の学生数（学部生＋院生）より算出いたします。
価格は概算参考価格(税抜)です。
FTE <5,000

FTE 5,001-10,000

FTE 10,001-15,000

FTE 15,000<

(Band 0)

(Band 1)

(Band 2)

(Band 3)

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

◇ 完全買い切り・アクセスフィー無し ◇バックアップHDD提供可能(有償)
◇ 無料トライアル 受付中！（機関・個人ともに 1 か月間）

◇ 同時アクセス無制限
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