
『雑誌記事索引』

20世紀メディア情報
データベース

WEB版	日本近代文学館「太陽」

2019年、弊社は創業 40周年と「ざっさくプラス」サービス開始 10 周年を迎えます。

以下のデータベースの雑誌部門とざっさくプラス独自データを、一度に検索できます。

あらゆる分野の雑誌記事・論文を
連携時最大3700万件から一括検索！
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ざっさくプラスは、明治初期から現在までに日本国内※

で刊行された雑誌の記事索引データベースです。『明
治・大正・昭和前期　雑誌記事索引集成』全 120 巻
の Web 版として、2008 年に誕生しました。この 10
年間、人文社会科学を中心に、調査・研究に資するデー
タベースを目指し、改良を重ねて参りました。
2019 年 5 月現在、実装データは 2600 万件を超え、
大学図書館を中心に国内で 120 機関、海外 65 機関
でご採用いただいています。

（※旧植民地や「外地」で刊行された日本語雑誌を含みます）

明治元年（1868）から昭和 23 年（1948）頃までの雑
誌記事索引類を復刻した叢書。当時、戦前の雑誌の二次
情報を調べられる唯一のツールでした。あらゆるジャン
ルの「目録」や「総目次」を集大成したこの叢書を母胎
として、ざっさくプラスは生まれました。

韓国併合から敗戦まで、朝鮮や東京で、朝鮮語の雑誌が発行
されたことが確認されています。日本の第三種郵便を取得し、
扉には「皇国臣民の誓詞」の印刷が義務付けられていました。
これらも紛れもない「日本の雑誌」として採録対象にしてい
ます。当時は、人名は漢字、その他表記は漢字ハングル混じ
りなので、混在していても検索に不自由はありません。

明治 28 年（1895）1月から、昭和 3 年（1928）2 月に
かけて刊行された総合雑誌『太陽』の一括検索が可能
になりました。全 34 巻 531 冊、総ページ数約 17 万
5000 ページ、執筆者 6500 人の
ボリュームです。
Web 版日本	近代文学館『太陽』
とざっさくプラス双方ご契約の場
合、ざっさくプラスの検索結果か
ら『太陽』本文ページへ直接遷移
可能になり、よりシームレスな検
索が実現しました。

Web 版日本 近代文学館『太陽』との連携開始
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朝鮮語雑誌の搭載

国立国会図書館デジタルコレクションのうち、雑誌の
目次データ補完&搭載事業を開始	

20 世紀メディア情報データベース（プランゲ文庫の
索引データベース）との連携開始。これにより、占領
期ももれなく検索可能に																													

雑誌のオンライン書店「Fujisan.co.jp」からの
データ提供開始

愛称「ざっさくプラス」を正式名称に

学術情報センター（NACSIS）のデータベース
「Webcat」（現・CiNii）との連携開始

国立国会図書館（NDL）『雑誌記事索引』
のデータ提供

「雑誌記事索引集成データベース
（愛称：ざっさくプラス）として
サービス開始

『明治・大正・昭和前期　雑
誌記事索引集成』（社会科学
編／人文科学編／専門図書館
編　全 120 巻）刊行

地方で出版された小さな雑誌も採録しています。地
方誌を網羅する以下の記事目録を基盤として、個別
の雑誌を続々追加しています。データは以下の目録
より提供を受けています。

『日本史文献年鑑』
（地方史研究協議会）1974 〜 1983 年
『地方史雑誌文献目録』
（飯沢文夫	編『歴史手帖』掲載）1983 〜 1997 年
『地方史文献年鑑』
（飯沢文夫	編、岩田書院）1997 年〜現在

地方誌の搭載
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ざっさくプラスのあゆみ

▶P.9
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主な雑誌記事検索データベースの得意範囲ざっさくプラスを構成するデータ群

各データベースの記事件数

ざっさくプラス独自データの一例

戦後雑誌 4占領期
（1945-1949)

戦前雑誌
1 NDL 雑誌記事索引 2戦後独自（地方誌含） 3一般・娯楽・サブカル 5 NDLデジコレ雑誌 6戦前独自（地方誌含）

NDL ○ ○
CiNii ○ ◎

ざっさくプラス ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎
某商用 DB ○ ◎ ○ ○ ○
Web OYA ◎
20thDB ◎

Fujisan.co.jp ◎ ◎

　ざっさくプラス搭載データ 　ざっさくプラス検索可能範囲

1	各民間の商用DB及びCiNii はこのNDLデータの提供を受けています。よって、そこに上乗せする独自データ2〜6が、それぞれのDBの
特徴を分けます。	

	 さらに、1は、不定期で採録基準の見直しを行います。そのため（刊行）途中で採録が開始されたり、逆に中止になったり、再開したりします。
ざっさくプラスでは、その空白期のデータを独自に作成しています。	

2	ざっさくプラスではCiNii と連携しつつ、独自に搭載した地方誌の目次等も検索可能です。	
3	この分野は大宅壮一文庫の独壇場。雑誌販売サイト「Fujisan.co.jp」にも蓄積があります。	
4	20 世紀メディア情報データーベースは、占領期に特化した唯一のDBです。ざっさくプラスはこのDBの雑誌部門と連携しています。	
5	NDL	がデジタル化した雑誌のうち、戦前に刊行されたものの目次データです。ざっさくプラスはこのDBの目次を大幅に増補して搭載しています。	
6	ざっさくプラスは、この分野の雑誌を検索するDBとして誕生しました。日本に雑誌というメディアが出現した明治初期からのデータを重
点的に集載しているのはざっさくプラスだけ。

＊各データベースの公表値を参考にしています。（2019 年 5月現在）
＊ 1000 以下の数字は四捨五入しています。

以下のタイトルのほか、多くの総目次・総目録を採録しています。利用者の方の情報提供のもと作成したデータもあります。	

「明六雑誌」総目次
「改造」総目次
「洪水以後」総目次
「日本評論」
「中央公論」総目次
「婦人公論」戦前期目次＋戦後空白補充
「国民之友」総索引
「日本古書通信」総目次
「書物関係雑誌」総目次集
「日本及日本人」総目次
「文藝春秋」戦前期目次＋戦後空白補充
「雄鶏通信」総目次
「変態心理」総目次
「思想の科学」総目次
「現代の眼」総目次
「聖書之研究」総目次
「理想」総目次
「統一主義｣ 総目次
「宗教研究」総目次
「大法輪」戦後総目次
「支那」総目次
「統一」総目次
「東亞同文会報告」総目次
「北京週報」総目次
「同仁」総目次
「出版警察報」目次
「東京経済雑誌総索引｣
「外交時報」総目次
「特高月報」総目次
「國學院雑誌」分類総目録
「庚寅新誌」総目次
「比律賓情報」総目次
「外事警察報」総目次

和雑誌の二次情報に特化した主たるデータベースには、次の 4つがあります。（専門分野に特化したデータベースを除く）

多様なデータベースとの連携で、時代の切れ目のない検索が可能です。明治初期から現在まで、約 150 年の間に書かれた雑誌記事・論文を網
羅しています。実装データ件数は、2019 年 5月現在で約 2,600 万件、最大連携時の検索可能データ数は、日本最大の約 3,700 万件です。

占領期戦前・戦中

20 世紀情報メディア
データベース

（プランゲ文庫）
1945〜1949年 Fujisan.co.jp

戦後〜現在

独自データ NDLデータ Fujisan データ CiNii データ 20世紀 DBデータ

約 3,700 万件

約 2,600 万件
ざっさくプラス

CiNii 約 2,063 万件

NDL 約 1,370 万件

1860年 1945年 1953 年 現在

『太陽』
1895〜1928 年

NDLデジタルコレクション
（戦前）

データ提供提供データを
大幅に増補

連携

連携

データ提供

データ提供

「斯民」総目次
「思想」総目次
「映画テレビ技術」総目次
「史迹と美術」総目次
「築地小劇場」総目次
「シナリオ研究」総目次
「映画時代」総目次
「宝塚文藝図書館月報」
「アルプ｣ 総目次
「鉄道ピクトリアル」目次
「風俗画報」総目次
「國華」総目次
「みづゑ」総目次
「会館芸術」総目次
「明治前期文部省観光雑誌総目録」
「三田文学」総目次
「三田評論」総目次
「早稲田文学」総目次
「新小説」総目次
「文章倶楽部」総目次
「新青年」総目次
「新潮」総目次
「詩洋」総目次
「愛誦」総目次
「アララギ｣ 総目次
「彷書月刊」総目次
「國語と國文學」総索引
「高原（栗生樂泉園）」総目次
「少年少女譚海」総目次
「キング」総目次
「白樺」総目次
「コギト」総目次
「エロティック・ミステリー」総目次

「幻想文学」総目次
「オール読物」総目次
「都の花」総目次
「新しき村」総目次
「詩と詩論」総目次
「探偵趣味」総目次
「猟奇」総目次
「自然保護｣ 総目次
「応用地質｣ 総目次
「鳥‐日本鳥学会誌」総目次
「モンキー」総目次
「レプラ」総索引
「建築世界」総目次
「科学主義工業」総目次
「道路の改良」総目次
「石炭時報」総目次
「農村計画学会誌」総目次
「農政研究」総目次
「農村工業｣ 総目次
「あまとりあ」全号目次（七面堂氏提供）
「人間探求」全号目次（七面堂氏提供）
「えろちか」全号目次（七面堂氏提供）
「sumus」全号目次（林哲夫氏提供）
「spin」目次（（林哲夫氏提供）
「書彩」目次（林哲夫氏提供）
「妖しきめるへん」
全号目次（中根優作氏提供）
「史林」総目録
「日本史文献年鑑」
「地方史雑誌文献目録」
「地方史文献年鑑」
「北海道地方史研究」総目次
「東北文庫」総目次
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独自データ

CiNii

ざっさくプラスを利用すると検索範囲は2倍以上に！
ざっさくプラスを利用しない場合の検索範囲

秋田県郷土史関連目録」
「新岩手人」総目次
「福島教育」総目次
「茨城の民俗」総目次
「埼玉史談」総目録
「甲斐路」総目次
「群馬文化」総目次
「千葉県社会事業史研究」目次補遺
「信濃教育」総目次
「石川県之社会改良」総目次
「岐阜県教育」総目次
「郷土研究岐阜」総目次
「新潟県生物教育研究会誌」総目次
「愛知県史研究」目次補遺
「大阪春秋」総目次
「京都部落史研究所報」総目次
「近畿文化」総目次
「兵庫教育大学　近代文学雑志」総目次
「地域史研究－尼崎市史研究紀要」目次
「和歌山史学」総目次
「山口県史研究」総目次
「愛媛近代史研究」総目次
「鹿児島中世史研究会報」総目次
「種子島民俗｣ 総目次
「土佐民俗」総目次
「筑紫史談｣ 総目次
「九州文学」総目次
「沖縄史料編集所紀要」
「文藝臺灣｣ 総目次
「韓国雑誌概観ならび号別目次集」
「殖民公報」
（北大スラブ・ユーラシア研究センター図書室提供）	
「露亞時報」
（北大スラブ・ユーラシア研究センター図書室提供）	

NDL 雑誌記事索引
1948 年〜

実装データ 連携データ

某商用DB 約 1,940 万件

空
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1「簡易検索」の使い方

1「詳細検索」の使い方 人名編

2「詳細検索」の使い方 事項編

4「図版検索」の使い方

3「詳細検索」の使い方 雑誌編

まずは使ってみよう！ 〜基本の使い方〜

いろいろな検索をしてみよう！ 〜詳細検索・図版検索〜

2「検索結果画面」の見方

3「記事情報」の見方

〈記事名の前のマークから、データの出典がわかります〉

＝	CiNii	Articles（赤いグラフ）

＝	NDLデジタルコレクション（灰色のグラフ）

＝	J-STAGE（桃色のグラフ）

＝朝鮮語雑誌（黄色のグラフ）

＝	20 世紀メディア情報データベース（紫のグラフ）

＝	Fujisan.co.jp（水色のグラフ）
※無印は独自データおよびNDL雑誌記事索引データ

検索の方法は３種類。「簡易検索」「詳細検索」「図版検索」です。
「簡易検索」は、ざっさくプラスのなかに含まれている全てのデータのうち「記
事タイトル／論題」と「著者名」をAND検索します。

例えば、「渋沢栄一」で検索した場合、「渋沢栄一について書かれた記事や論
文」と「渋沢栄一が書いた文章」を同時に検索します。

「まずはテーマに関わる記事や論文を、網羅的に探したい」という場合は、「簡
易検索」を使いましょう。
検索ボックスにキーワードを入れて、「検索」ボタンを押します。
CiNii と連携検索をする場合は、チェックボックスをオンにします。

テーマが具体的になってきたら、「詳細検索」を使っ
てみましょう。前のページで検索した「渋沢栄一」を、
「論題」と「著者名」で分けて検索してみます。
グラフからは、作家の執筆の旺盛だった時期や、研究
動向を、視覚的に把握することができます。
※筆名や別名の有無に注意しましょう。

検索キーワードは人名だけではありません。例えば「オリンピック」
で検索してみます。	
初出は 1911 年です。オリンピックの日本での開催が決まった年や、
開催した年には、多くの記事が書かれています。	
同時に「五輪」でも検索してみます。「五輪書」「五輪塔」などのノイ
ズを除いていくと、「オリンピック」が「五輪」と表記され始める時
期に見当をつけていくこともできます。	
このように、様々な事項の検索から、注目された時期や、言葉の初出・
変遷を考えることもできます。	

図版検索では「図版や写真がついていそう」な記事を検索すること
ができます。ここでは「夏目漱石」を検索しています。
　
単比な検索では膨大な検索結果がでますが、この機能を使えば、図
版がありそうな検索結果を、ある程度絞りこむことができます。参
考図や写真などを引用したいときに、この検索を使うと便利です。

「雑誌名」を指定し、その雑誌に掲載された記事・論文を検索す
ることもできます。
例えば、「婦人公論」に掲載された記事を調べたい場合には、「雑
誌名」欄に「婦人公論」と入れて検索します。
戦前期と戦後の一時期は、ざっさくプラス側でNDL雑誌記事索
引の空白を補充しているので、以下のようなグラフになります。
※簡易検索で「婦人公論」を調べると「婦人公論」をタイトルに
含む記事を探してしまうので要注意。これは他のDBでも同様
です。

論題に「渋沢栄一」を含む
検索結果 4,766 件

❶	検索結果は刊行年で昇順に表示されます。
❷	グラフが表示されます。縦軸はヒットした記事数、横軸は書か
れた年を表します。データの出典により、グラフの色が異なります。
ざっさくプラス独自データは緑色のグラフで表示されます。グラフ
をクリックすると、該当する年の記事の一覧ページに遷移します。

❸	グラフ上部の、年号部分の両端にあるバーを動かすと、グラフ
の年代範囲を絞り込めます。

❹	色のアイコンをクリックすると、そのデータベースのグラフが消
えます。❷・❸と組み合わせるとスムーズに絞り込みができます。
また、右端のアイコンをクリックすると、グラフの画像をダウ
ンロードすることができます。

❺	右側の空欄にチェックを入れてぺージ下の〔選択した記事をダ
ウンロード〕を押すと .csv データがダウンロードできます。

❶

❹

❸
❷

❺

記事タイトルをクリックすると、詳細情報画面が開きます。
詳細情報画面では、掲載誌や刊行年月日の他、ページ数や出版社を
確認できます。
この情報を元に、掲載誌を探しましょう。
（8ページ目参照）

CiNii	Articles や J-STAGE由来の記事には、本文を閲覧できる
場合もあります。
また、国立国会図書館（NDL）のデジタル化資料送信サービスや
遠隔複写サービスを利用して本文を入手することもできます。
（NDLへの利用者登録が必要です）

雑誌記事索引データベース

使い方ガイド

著者名「渋沢栄一」の
検索結果 3,079 件

「オリンピック」の検索結果11,240。独自の類語辞書で「オリムピツク」もヒットします。	

「五輪」の検索結果 7,465。

「夏目漱石」の結果 9,570 件から、273 件まで絞り込める。 ※独自に構築した類語辞書により、本名の「夏目金之助」もヒットします。

「婦人公論」の検索結果

調査・研究に

 役立つ!
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本文を入手しよう！ 〜所蔵館をさがす〜
読みたい記事・論文が決まったら、所蔵館を探して入手しましょう。まずは所属する大学図書館や最寄りの公共図書館を探します。

所蔵がなければ、所蔵している機関に相互貸借を頼んだり、国立国会図書館に複写依頼をしたりします。

1 CiNii Books で探す

4 NDL デジタルコレクションで探す

2 NDL ONLINE で探す

3 20 世紀メディア情報データベースで探す

CiNii	Books は、国立情報学研究
所（NII）が提供する学術情報デー
タベース。全国の大学図書館が所蔵
する本・雑誌の情報を検索できます。
ざっさくプラス詳細画面の「書誌所
蔵情報」欄から、CiNii	Books の
検索結果画面に遷移して、所蔵情報
を調べます。
探している巻号の所蔵をしっかりと
確かめ、各施設に出向いたり、取り
寄せたり、遠隔複写を依頼したりし
て文献を入手しましょう。

NDLデジタルコレクション（デジコレ）は、2014 年度に公開された、NDLのデジタル化資料の検索・閲覧サービスです。
ざっさくプラスではこのサービスと連携しつつ、さらに粒度の粗い目次情報を補完する事業を行なっています。
結果、無償で公開されているデジタルコレクションのデータでも、ざっさくプラスから探した方が、より詳しい検索結果が得られるように
なりました。

NDL	ONLINEは、国立国会図書
館（NDL）が提供するデータベー
ス。NDL の所蔵資料を検索でき
ます。
このうち、NDL 雑誌記事索引の
データ提供を受けています。
『雑誌記事索引』データの場合、
ざっさくプラス詳細画面の論
題の下に「このデータを NDL	
ONLINE で閲覧する」というリ
ンクが表示されます。遷移先で詳
細を確認し、遠隔複写等のサービ
スに進むことができます。
（NDLへの利用者登録が必要です）

デジコレ内の『東亞の光』1巻
1号（1906 年）の目次。「誰が」
「何を」書いたのかが索引化さ
れていません。

『東亞の光』１巻１号の検索結果一覧。「〈詞藻〉
幽韻・詩」も含め全記事タイトル 30 件がヒッ
ト。これらの記事はデジコレ内の検索機能では
ヒットしません。

目次収集・
データの入力
と紐付け

同じ雑誌を
検索すると

詳細画面からデジコレの検索結果へ遷移できます。国会図書館内で
閲覧、複写を行なったり、遠隔複写サービスを利用したりして、記
事を入手しましょう。「電子資料送信サービス」参加館では、画面
上で誌面を見ることもできます。（NDLへの利用者登録が必要です）

プランゲ文庫は、米国メリーランド大学が所蔵す
る、占領期検閲の活字メディアの一大コレクショ
ンです。「20世紀メディア情報データベース」は、
早稲田大学名誉教授・山本武利先生が創設した、
このプランゲ文庫の索引データベースです。詳細
画面の「請求記号」欄からはNDL	ONLINE に、
「書誌所蔵情報」欄からはCiNii	Books に遷移し
て現物を探します。

第二次世界大戦以後、日本を占領した連合軍総司
令部（GHQ）は、新聞、雑誌、図書は勿論、放送、
映画、演劇、郵便にいたるまであらゆる種類のメ
ディアを対象に検閲を行いました。検閲終了後、
これらの資料の歴史的重要性を認識し、大学への
移譲に尽力したプランゲ博士の名前を冠し「プラ
ンゲ文庫」と名付けられました。これは占領軍に
よる検閲の実態や、占領下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重要なコレク
ションであり、雑誌の場合、国立国会図書館でも
約 2割のタイトルしか所蔵していません。（提供：NPO法人インテリジェンス研究所）
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「東亞の光」 本文もくじページ

実際の目次にはこれだけの情報が

搭載

30件が
H IT！



ざっさくプラスものがたり
○データベース作成のきっかけは『水野広徳著作集』
　このデータベースを作るきっかけになったのは、1995年に雄山閣から出版された『水野広
徳著作集』の編纂でした。
　水野広徳(1875―1945)は、日露戦争に従軍後に書いた海戦記『此の一戦』(博文館	1911)
がベストセラーになり、その印税で第一次世界大戦を観戦にヨーロッパに行きます。そこで
見たのは、日露戦争とまったく違う、航空機・戦車・潜水艦・毒ガスなど近代兵器が出揃っ
た、都市の空爆あり、潜水艦の商船攻撃あり、非戦闘員を巻き込んだなんでもありの総力戦
でした。帰国後、水野は海軍を退役し軍縮・平和のために論陣を張るようになります。

○まず、目録の収集だ。
　著作集編集に際し、まず作らなければならない著作目録の作成は困難を極めました。なぜ
ならば、1930年に日本で出版された雑誌類は約4万タイトルといわれるのに対し敗戦の年に
は統廃合によって2000に減じ、多くは敗戦とともに廃刊となっています。われわれは、戦前
の雑誌の名前も知らず、水野の記事を探し出すのは、地図も磁石も持たずにジャングルに分
け入るようなものでした。
　NDLの「雑誌記事索引」も民間のデータベースも、検索対象は「戦後」に限られていまし
た。それで、その地図に当たる戦前期の目録を探索することになりました。
　すると、意外にもむしろ戦前期のほうがこうした目録類はたくさん作られていることがわ
かりました。ただ、その多くは学術雑誌などの巻末に「先月の重要記事」などとして掲載さ
れているため埋もれてしまっていたのでした。
　また、満鉄総裁、東京市長など赴任する先々で、満鉄調査部、東京市政調査会を作り、大
掛かりな目録作成事業を行った後藤新平の一面や、昭和のはじめから敗戦のときまで私財を
投じて毎年『昭和○年の国史学界』という目録を作り続けた筑波藤麿などの存在も知りまし
た。筑波藤麿は、明治天皇の孫に当たります。戦後、靖国神社の宮司になりますが、その在
任中、A級戦犯の合祀に頑として応じなかったことで知られています。
　こうして戦前期の雑誌記事目録のほとんどすべてを収集して、「水野広徳著作目録」は完
成し、1995年に著作集は出版にこぎつけることができました。
　収集した目録は、約10万ページにのぼり、目録の威力を実感したわれわれは、『水野広徳
著作集』に利用しただけで終わらせるのは惜しく、整理して『明治・大正・昭和前期　雑誌
記事索引集成』（全120巻）として刊行しました。

○どこもやらないなら、やってみよう。
　その後、「これからの時代、データベースだろう」と、『明治・大正・昭和前期　雑誌記
事索引集成』のデータベース化の要請は強かったが、とてもわれわれにできる仕事とは思っ
ていませんでした。事実、NDLの「雑誌記事索引」にしても、NIIの	CiNii	にしても国の仕事
です。しかし、「どこもやらないなら、やってみよう」と、少しずつデータの入力を開始し
ました。『明治・大正・昭和前期　雑誌記事索引集成』の主要な部分の入力を終え、次の段
階として、雑誌の総目次の入力を始めました。戦後のデータについてはCiNiiとの連携検索を
実現し、2008年に明治期から現代までをカバーする唯一のデータベースとしてスタートしま
した。2014年からはNDLデジタルコレクションの実装を開始し、2017年度からはプランゲ
文庫の索引である「20世紀メディア情報データベース」との連携検索が始まります。	

○データベースと目録の本質的な違い。
　水野広徳の著作を探すのに威力を発揮した戦前期の目録類ですが、データベースで検索すると、水野は雑誌「新青年」に数編
執筆しているのがわかりました。確認すると、収集した10万ページの「目録」には、ひとつとして「新青年」からとったもの
はありません。現在では研究対象になっている「新青年」ですが、当時としては採録の対象にもならない雑誌だったことになり
ます。
　「目録」は、作成者が記事内容を吟味して、重要と思うものを採録します。その分、効率的ですが、その価値判断から外れた
ものは除かれてしまいます。これに対して、データベースは、価値判断をせずに片端からデータを搭載します。コンピュータは
愚直に指示された条件で検索します。「目録」と「データベース」の本質的な違いがここにあります。

水野広徳

後藤新平

『新青年』

5 Fujisan.co.jp で探す

6 画面上で本文を閲覧する―Web 版日本近代文学館『太陽』

Fujisan.co.jp は、日本最大級の雑誌オンライン書店です。2002 年のサービス開始以来、1万誌以上の雑誌を取り扱っており、サイト上には
版元から提供された目次データが掲載されています。ざっさくプラスは、運営会社の富士山マガジンサービスよりデータ提供を受けています。
趣味雑誌や生活情報誌を中心に、徐々に目次を搭載しています。
ざっさくプラス詳細画面「雑誌購入」欄から、Fujisan.co.jp に遷移すると、掲載誌の目次や書影を確認でき、購入することもできます。
※共有のパソコンの場合は、個人情報の取り扱いにご注意ください

2019 年 1月から、ジャパンナレッジの JKBooks「Web版日本近代文学館『太陽』」との連携を開始しました。ざっさくプラスとWeb版日
本近代文学館『太陽』の双方を契約されている場合、ざっさくプラスの検索結果から、『太陽』の本文ページへ、ダイレクトに遷移することが
できます。
雑誌『太陽』は、明治 28年（1895）1月から昭和 3年（1928）2月にかけて、博文館から刊行されていた総合雑誌です。全 34巻 531 冊、総ペー
ジ数は約 17万 5000 ページに及びます。政治・軍事・経済・社会のみならず自然科学全般・文学・風俗の分野に、6500 人もの執筆者が名を
連ねます。
ざっさくプラスは、各種の目録類から採録した、部分的な『太陽』の目次を搭載していましたが、総目次は搭載していませんでした。今回、日
本近代文学館、八木書店からこれらの目次データの提供を受けてざっさくプラスへ搭載するとともに、詳細画面から１クリックで本文へとアク
セスできるようになりました。

※従来の「目録」由来のデータが並存しているため、同じ記事に対して２つの異なる書誌が存在している場合があります。あらかじ
めご了承ください。
※従来の「目録」由来のデータのリンク先は、『太陽』創刊号です。遷移後の画面で、改めて巻号を指定して本文を閲覧してください。

※ジャパンナレッジについて
　https://japanknowledge.com/library/aboutlib.html
※ JKBooks	について
　https://japanknowledge.com/library/jkbooks.html
※Web版日本近代文学館『太陽』について
　https://japanknowledge.com/contents/taiyo

10 11

（提供：株式会社富士山マガジンサービス）

（提供：株式会社ネットアドバンス）



【取扱（総代理店）】

丸善雄松堂株式会社　学術ソリューション事業部

株式会社

皓星社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-10宝栄ビル6階
TEL：03-6272-9330　FAX：03-6272-9921
E-mail：zassaku-plus@libro-koseisha.co.jp

ざっさくプラス

FAQ 〜よくあるご質問〜

1一次資料（本文）を画面上で読めますか？
――現在、ざっさくプラスの独自データに、一次資料はありません。CiNii	Articlesに本文がリンクされている場合や、
NLDデジタルコレクションのうち、著作権が切れているごく一部の雑誌等は、画面上で見ることができます。また2019
年1月より、Web版日本近代文学館『太陽』と連携を開始し、双方を契約されている場合は、ざっさくプラスから本文へ
遷移できるようになりました。外国と比べて厳格な日本の著作権法の性質上、インターネット上で見られる一次資料はご
く限られていますが、本文へよりアクセスしやすいデータベースを目指し、様々な工夫を行っています。

2どうして戦前期雑誌の目次データが重要なのですか？
――1948年6月に国立国会図書館が開館し、同年9月納本分より『雑誌記事索引』の作成が開始されました。それまで、
国の政策で作られた大規模な『雑誌記事索引』がなかったため、その作成は困難を極め、それ以前の戦前期の雑誌記事に
まで遡及して索引を作るということはなされませんでした。ざっさくプラスは、そうした必要性から生まれた、「戦前期
の雑誌を調べること」に主眼をおいた、唯一のデータベースなのです。

3図書館には、戦前期の雑誌が所蔵されていないのですか？
――国立国会図書館には、その前身である帝国図書館の蔵書が引き継がれており、戦前の雑誌も所蔵されています。全国
の各大学・公共図書館にも、勿論所蔵があります。しかし、上記のような経緯から、それらの雑誌記事索引が編まれると
いうことはありませんでした。ざっさくプラスでは、そうした古い雑誌を記事単位で検索でき、所蔵情報まで最短距離で
ナビゲートします。

4講習会やガイダンスの際に、同時アクセスを増設することはできますか？
――無料で承ります。総代理店、または弊社へ直接お申込下さい。無料トライアル期間中の講習会も可能ですので、司書
講習開催時にトライアルをお申込みいただくケースもございます。講師派遣等のご相談も承ります。

5外部アクセス（VPN）は、追加料金が発生しますか？
――無料でお使いいただけます。ご契約後、「管理ID」と「管理PW」を発行します。専用の管理ページから、外部接続
用のIDとPWを、ご契約者様自身で発行していただけます。

6利用統計は取得できますか？
――上記の管理ページから、利用統計も、ご自由に取得していただけます。

7検索結果の印刷や配布、ウォークインユーザーの利用に制限はありますか？
――ありません。ご採用機関様の規定に準じます。

8どのようなタイトルの雑誌が搭載されているのですか？
――数多くの総目次・総目録を搭載しています。本カタログ5ページをご参照下さい。搭載誌一覧は作成中です。詳しく
は、弊社へお問い合わせください。ご希望の方には、出典リストをご提供します。

9図書館のOPACと連携させることはできますか？
――技術上は可能ですが、推奨しておりません。OPACとデータベースの連携は、通常ISSNによって行われますが、
ざっさくプラスに搭載されている戦前の雑誌にはISSNが付与されておりません。そのため、探している雑誌が図書館様
に所蔵されている場合にも、「所蔵していない」という誤解が生じるおそれがあるからです。




