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＜ラテンアメリカ史、イギリス史・外交史＞

イギリス機密外交文書集データベース
＜中南米諸国編 1833-1969＞

Confidential Print: Latin America, 1833-1969
イギリス機密外交文書（The Confidential Print）シリーズは、約 1820 年以降、外交・植民地省が発行
してきた、イギリス政府が製作する重要なシリーズの一つであり、多くの学術研究で活用されています。
このシリーズは、外交・植民地省によって作られた重要資料の全て
を保存する必要があることから始まりました。資料の中には、1 ペー
ジの手紙や電報から、膨大な何巻にも及ぶ資料や条約文面があります。
「Confidential Print」
（機密文書）とマークされた全ての資料は印刷さ
れ、すぐに外務省の主要役人、内閣、英国海外部で回覧されました。
中南米諸国編は、革命、領土の変化と政治の動き、外国経済の利益、
（パナマ運河建設を含めた）産業とインフラの発展、戦争、奴隷制度、
ヨーロッパからの移民と現地の人々との関係など、19,20 世紀の中南
米諸国の歴史を研究するにあたっての重要な資料を提供致します。
イギリス文書館の下記資料を網羅しています。
FO497/1-10 South America, 1947-1956
FO533/1-11
FO467/1-5

Brazil, 1947-1951

FO420/1-294

FO486/1-10

Mexico, 1947-1956

FO495/1-10

Central America and Caribbean,
1947-1957
Central and South America,
1833-1941
River Plate countries (Argentina,
Paraguay and Uruguay),
1947-1956

資料は下記の物も含みます。
FO 118/276, 281, 287, 292, 305, 317, 331 (Argentina, 1906-1913)
FO 177/297 (Chilean Revolution, 1891)
FO 508/8 (South and Central America, 1908-1909)
FO 461/14-22 (Americas general, 1958-1969)
(Adam Matthew Digital, GBR / 日本総代理店：丸善雄松堂)
《次頁に続きます》

●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。

日本総代理店
丸善雄松堂株式会社 ［学術情報ソリューション事業部 研究支援統括部］
105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

TEL:03-6367-6128

FAX:03-6367-6240

http://yushodo.maruzen.co.jp

【レビュー】
“Confidential Print: Latin America will be enormously useful to scholars of Latin America. Whether making
available documents relating the British Foreign Office's intimate involvement in the region's history – including
in Chile during its nitrate boom and the civil conflict that in 1891 brought down a president, and Argentina during
the first half of the twentieth century – or its astute analysis of Washington's maneuvers, this collection will be
highly illuminating.”

Greg Grandin, Professor of History, New York University

【編集陣】

Jeff Gould,
(Indiana University)
Greg Grandin,
(New York University)
【資料の種類】
・外交特電
（Ingoing and outgoing diplomatic
dispatches）

・ 統計グラフ
（Statistical charts and tables）
・ 勤務評定（Accounts of tours）
・ 主要な政治、軍事そして経済デ
ータ
（ Profiles of leading political,
military and economic figures）
・ 書簡（Correspondence）
・ 地図（Maps）

・ 議事録
（Minutes of meetings and conferences）
・ 条約文書（Texts of treaties）
・ 国ごとの年次報告書とイベントカレンダー

資料は全てフルテキスト検索
が可能であるため、トップペ
ージの検索ボックスからダイ
レクトに必要な資料を検索で
きます。

(Annual reports and calendars of events, by country)

【価格体系】
FTE により価格が異なります。価格は概算参考価格(税抜)です。
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。
FTE <5,000

FTE 5,001-10,000

FTE 10,001-15,000

FTE 15,000<
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◇ 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

◇ 同時アクセス無制限

完全買切り・バックアップ提供可能！無料トライアル受付中
トライアル・商品のお問い合わせ先：丸善雄松堂株式会社
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