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戦間期のベルリンの文化生活を活写し、ナチス台頭へ至る過程を映す一級史料 

 

戦間期ベルリンの新聞『フォス新聞』 

Vossische Zeitung 1918-1934 Online 
 
 

 

近現代ドイツ史、文学、ジャーナリズム研究の進展に期待 
 

 広島市立大学 広島平和研究所 竹本 真希子准教授  
 

「黄金の 20 年代」と呼ばれたドイツの 1920 年代において、新聞や

雑誌は「ヴァイマル文化」の形成に大きな役割を果たした。そのなかで

もとりわけ名高いのが『フォシッシェ・ツァイトゥング』（Vossische 

Zeitung、『フォス新聞』）である。『フォス新聞』は 18 世紀以来の伝統を持つリベラルな新聞

で、ナチ体制下の 1934 年に廃刊に追い込まれるまで、ドイツ全土で読まれていた。 

ヴァイマル共和国期は、『フォス新聞』自身の歴史のなかでもとくに輝かしい時代であったと

言えよう。同紙には、当時の政治や文化を代表する知識人の名が多く並んでいる。編集長を務

めたゲオルク・ベルンハルトはドイツ民主党に所属した政治家でもあり、編集者のリヒャルト・

レヴィンソンは経済通としても知られ、両者は当時ジャーナリストとして高名であった。レマ

ルクの『西部戦線異状なし』が『フォス新聞』で連載されたのはよく知られているが、それ以

外にも作家でジャーナリストのクルト・トゥホルスキーや児童文学作家としても日本でよく読

まれているエーリヒ・ケストナーらも寄稿している。『フォス新聞』はヴァイマル共和国期のみ

ならず、今日に至るまでのドイツの文化、思想、ジャーナリズムにも影響力をもつものであり、

それゆえにドイツを理解するための貴重な史料となるものである。 

オンライン版では、1918 年から 1934 年までの約 10,500 号、合計約 127,000 のフルテキス

トページが収録されているとのことである。黴臭くもろくなった原紙をめくったり、目が回り

そうになりながらマイクロフィルムを読み進めたりするのも楽しくはあるが、やはり日本にい

ながらピンポイントで探したい記事が見つかるのはありがたい。オンライン版の普及により、

近現代ドイツの歴史や文学、ジャーナリズムの研究が進展することを期待している。 

 
 

 

●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。消費税に関しましては
税制の改正に則った内容で対応させて頂きます。 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。 

●お見積もりは、別途ご用命ください。 
(Walter de Gruyter：日本総代理店) 
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戦間期ベルリンの新聞『フォス新聞』 

Vossische Zeitung 1918-1934 Online 

 

ドイツの高級新聞『Vossische Zeitung（フォシッシェ･ツァイトゥング、通称：フォス新聞）』のオンラ

イン版です。 

本データベースには 1918 年から 1934 年までに発行された約 10,500 号、合計約 127,000 のフルテキス

トページが収録されています。『Vossische Zeitung』 のほかに、外国版 『Die Voss』 と 『Die Post aus 

Deutschland』も収録しています。 

本紙はヴァイマル時代のリチャード・ルウィンソーンとポール・シュレジンガー、編集長を務めたゲ

オルク・ベルンハルト、パリの新聞記者だったクルト・トゥホルスキーなど数多くの著名人が関係した

ことでも知られ、また、レマルクの反戦小説『西部戦線異状なし』も連載されていました。 

第一次世界大戦の終焉、革命と労働者および兵士の評議会、政治的議論と混乱、ヴァイマル共和国の

初期の時代、1929 年に始まった世界経済危機、そしてナチスの台頭。 その報道は、「黄金の 20 年代」

の間のベルリンでの文化生活を活写しています。ヴァイマル期の歴史、政治、文化、メディア等の研究

において卓越した情報源です。 

 

『フォス新聞』沿革：1721 年ベルリンで創刊され、最初は『ベルリーニッシェ･プリビレギールテ･ツァ

イトゥンク（Berlinische Privilegierte Zeitung）』と題したが、1751 年にフォス C.F.Voss が発行を引き継い

でから『Vossische Zeitung（フォスの新聞）』と呼ばれるようになり、1912 年から正式の題号となりまし

た。1751-55 年に G.E.レッシングが文化欄の編集責任者を務め、自らも寄稿して、紙面の向上に貢献し

ました。 

1920 年代はドイツジャーナリズムの黄金期であり、『フォス新聞』はリベラル保守の新聞として、その

政治報道と社会批評は世論においても重要な位置を占めていましたが、ナチスによる弾圧により、1934

年 3 月に廃刊に追い込まれました。 

 

＊デジタル化に際しては、可能な限り欠落ページ等も補完されています。 

＊全文検索可能。日付指定検索可能。 

 

 

【Vossische Zeitung 1918-1934 Online 主な機能】 
 

◆カレンダー表示（日付、日刊/夕刊を指定して閲覧可能）   ◆電子目次（各号収録記事の見出し一覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



【Vossische Zeitung 1918-1934 Online 操作画面一例】 

 

◆基本検索画面  

 

 

 

 

                             ◆詳細検索画面 

 

 

 

 

 

◆検索結果一覧 

（一覧は記事見出し単位で表示されます） 

 

 

 

 

                             ◆紙面表示（検索語はハイライトされます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 10月より、丸善雄松堂が総代理店となりました。日本国内機関限定の特別価格をご提案します 

 

【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。 

◆買切型価格：お問い合わせ下さい ※2019年10月より日本国内機関限定でFTE別価格を設定！ 
 

FTE（学生数＋教員数） -5,000 5,001-15,000 15,001-30,000 30,001- 

完全買い切り・ 

アクセスフィー無し 
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 

 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい  ※6年連続購読すると、買切りとなります。 

 

 

◇ 同時アクセス無制限    無料トライアル 受付中！（機関・個人ともに 1か月間） 
G.C. 19432 リリース年=2010 年 



【Walter de Gruyter オンライン・データベースご案内】 

ドイツ伝記事典 オンライン 

Deutsche Biographische Enzyklopädie Online (ODBE)  

Ed. by Vierhaus, Rudolf 

In cooperation with Engelhardt, Dietrich / Fischer, Wolfram / Koch, Hans Albrecht / Moeller, Bernd / Saur, Klaus G. 

古くは 1 世紀から現代までのドイツ語圏の人物およそ 62,000 名を紹介するドイツ人名事典の決定版。 

冊子体は、「Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE)」として、1995 年に初版が、2005-2008 年に第二

版（改訂・増補版 全 10 巻 および補遺・索引 全 2 巻）が刊行されました。本データベースには、第

二版の全項目を収録。冊子体を拡張する内容として、オンライン版では、個々の人物情報について、冊

子体DBEにて言及されていながら個別の記事がなかった人物についても、略歴情報を掲載しています。 

【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。 

◆買切型価格：お問い合わせ下さい  

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6年連続購読すると、買切りとなります。 

日本総代理店：丸善雄松堂 G.C. 19433 リリース年=2009 年 

 

ヴィクトーア・クレンペラーの日記オンライン：1918-1959 

Klemperer Online 

言語・文学研究者でナチス迫害を受けたクレンペラー（Victor Klemperer）が記した 1918 年から 1959 年

までの約 40 年にわたる日記を収録。日記テキストに加え、手書きの日記のデジタル・ファクシミリも

搭載。これまで未公刊であった戦前、戦後の時代も含む完全版です。20 世紀ドイツ史の貴重な証言記録。 

【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。 

◆買切型価格：お問い合わせ下さい  

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6年連続購読すると、買切りとなります。 
日本総代理店：丸善雄松堂 G.C. 19446 リリース年=2019 年 

 

ドイツ文学事典 オンライン 

Deutsches Literatur-Lexikon Online (DLLO) 

「Deutsches Literatur-Lexikon. （新版：ドイツ文学百科事典 全 28 巻＋補遺 6 巻）」および「Deutsches 

Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert. （新版：20 世紀ドイツ文学百科事典 全 24 巻刊）」を収録するオ

ンライン・レファレンス。中世から現在までのドイツ語圏の国からの作家に関する包括的で信頼できる

情報を提供。約 7 万件の記事を収録。 

【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。 

◆買切型価格：お問合せ下さい   ◆年間アップデート料金：お問合せ下さい 

＊アップデートをご希望されない場合は、買切型価格のみでも購入可能です。 

◆年間購読型：お問合せ下さい   ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 

日本総代理店：丸善雄松堂 G.C. 19434 リリース年=2017 年 

 
ドイツ表現主義 オンライン 

Der literarische Expressionismus Online (LZEO) 

20 世紀初頭のドイツ表現主義に関連する雑誌、年鑑、コレクション、アンソロジー、計約 150 タイトル

をデジタル化し、フルテキストで検索、参照を可能とした画期的データベース。 

【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。 

◆買切型価格：お問合せ下さい ※完全買切り・アクセスフィー無し 

◆年間購読型：お問合せ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 

日本総代理店：丸善雄松堂 G.C. 19435 リリース年=2009 年 


