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I.  19th Century U.S. Newspapers とは 

19th Century U.S. Newspapers は、19 世紀に米国内各地で発行された新聞を一同に集め、オ

ンライン化したデータベースです。この時代は西部開拓、ゴールドラッシュ、南北戦争な

どが次々に起き、またアメリカが国内だけでなく諸外国とも関わり始めていく時代として

知られています。このデータベースは全てのページを画像で閲覧できる他、本文中の全単

語をフルテキスト検索することが可能で、きわめて正確な検索が可能となっています。こ

のデータベースは、契約されている機関内ならばアクセス制限はありません。いつでも、

同時に何人でも利用することができます。 

 

 

  収録資料について 

収録された資料は、19 世紀中のおおよそ 100 年間に米国各地で発行された約 200 紙（約

170 万ページ）の新聞です。テキストベースではなく紙面そのものをスキャニングしてい

ますので、当時の広告や写真なども含まれています。単純に政治・経済の事象だけでなく、

広告や画像などからわかる社会の動きなども調査することができます。また地方紙の多さ

から、これまであまり触れることの出来なかった 19 世紀アメリカの地方問題にも触れる

ことが可能です。収録の元となった図書館は約 20 館、1 紙につきなるべく年代漏れのない

ように収録されています。 

 

 

  収録画像・テキストデータについて 

検索用の本文のテキストデータは、OCR（光学式文字認識技術）によって自動的に生成さ

れたものであるため、検索において 100%の正確さを保証するものではありません（閲覧

においては画像を使用しているため正確です）。また、画像はマイクロフィルム版からス

キャニングされているため、図版などの画像は一部、不鮮明な部分があります。そのほか、

原紙の保存状態によって、一部、判読しづらい部分があります。あらかじめご了承くださ

い。 
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II．  基本検索を行う（Keyword Search / Relevance Search） 

2-1: データベースを最初に開くと「Keyword Search」画面が表示されます。 

 

2-2: 検索する言葉を英数字で記入し、「Search」をクリックすると検索結果が表示されます。 

 ◎ 通常はタイトルや索引項目の中 (in title, citation, abstract) から検索されます。 

   記事全文中の語句から検索したい場合は、「in entire article content」を選択します。 

 ◎ それ以外に、検索する日付の範囲や、記事の種類を指定することも出来ます。 

   ● 日付を限定したい場合、「by date」の欄に月 / 日 / 年の形式で入力します。 

     before, after, between などの指定なども可能です。 

   ● 記事の種類で限定したい場合には、「by section」の部分を任意にチェックします 

  （複数選択可、セクションについては p. 12 を参照）。 

   ● 図版を含む記事に限定したい場合には、「articles with illustration」の部分を 

         チェックします 
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「Keyword Search」「Relevance Search」 

「Advanced Search」「Journal Search」 

の違いについて 

 

画面左側に「Keyworld Search」の他に「Relevance Search」「Advanced Search」「Journal Search」

の 4 種類の検索メニューがあります。これらの主な違いは以下の通りです。 

【Keyword Search】 検索結果が日付の古い順に表示されます。検索範囲は通常、

記事名・索引項目の検索 (Search for words in title, citation, 

abstract) に設定されています。→ p. 3 を参照 

【Relevance Search】 検索結果がヒット率の高い順に表示されます。検索範囲は通

常、フルテキスト検索（Search for entire article content）に設定

されています。そのほかの点は Keyword Search と同じです。 

【Advanced Search】 検索式を構築することにより、より複雑な検索が可能です。 

→ p. 10 を参照 

【Journal Search】 収録された新聞（定期刊行物含む）の紙名から検索が可能で

す。検索した新聞についての概要と、巻号を指定しての閲覧

が可能です。→ p. 7 を参照 
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2-3: 検索結果の一覧が現れます。紙面の縮小画像上に該当記事の掲載箇所が 

   赤く囲われて表示されます。 

 

 

 ◎ 記事名の下の「Article」をクリックすると記事の切り抜き画像が閲覧できます。 

   サイズはプルダウンメニューから選択できます。 

 

  



■ 6  ■ 19th Century U.S. Newspapers ガイド 

◎ 記事名の下の「Page」をクリックするとその記事が収録されているページ全体が 

   閲覧できます。サイズはプルダウンメニューから選択できます。 

 

 

◎ 記事名の下の「PDF」をクリックするとその記事が収録されているページ全体の 

   PDF ファイルが開きます。 

  ● 閲覧するには Adobe Reader が必要です。Adobe Reader は Adobe 社のホームページ

（www.adobe.com）から無料でダウンロードできます。 
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III. 新聞名を検索する（Journal Search） 

 
       3-1 検索画面左側の一覧から「Journal search」をクリックします。 

 

 
       3-2 検索画面が現れますので、閲覧したい新聞名の一部を入力します。 

 

         必要に応じて、下のメニューより発行地の州名・都市名で限定できます。 

     （Ctrl キーを押しながら選択すれば、それぞれ 10 箇所まで複数選択できます。） 

 
       3-3 「Search」ボタンをクリックすると該当する新聞が羅列されます。 
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       3-4 新聞名をクリックすると新聞の巻号一覧が表示されます。 

 

・左側に収録年代の一覧が表示されます。 

・年号をクリックするとその年の発行号一覧が右側に表示されます。 

・号をクリックすると紙面を閲覧できます。→ 3-7 

 

3-5  More About this Publication をクリックすると、新聞の出版史を閲覧することができます。 

 

新聞についての基本情報を

表示する → 3-5 

選択した号を閲覧する 

 → 3-7 
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3-6  さらに Full Citation をクリックすると、書誌情報を閲覧することができます。 

 

 

3-7  新聞の巻号一覧より号をクリックすると、紙面が表示されます。 

 

・紙面の上でマウスを動かすと、その部分の記事見出しが表示されます。 

 そのままクリックすると、その記事を表示させることができます。 

・右側の見出し一覧をクリックしても同様に記事を閲覧できます。 
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IV.  応用検索を行う（Advanced Search） 

 

       4-1 検索画面左側の一覧から「Advanced search」をクリックします。 

 

4-2 Advanced Search の画面が表示されます。 

  ＜上段＞ 

 

    ＜下段＞ 
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◎ プルダウンメニューでそれぞれのキーワードやタイトル・著編者などを組み合わ 

  せて検索することが出来ます。AND、OR、NOT の組み合わせも可能です。 

 

  

◎ 記事の年月日を指定することもできます。 

 

 

◎ 新聞名を指定することもできます。右の「Browse」ボタンをクリックすると 

      一覧が表示され、選択することができます。 

 

 

    ◎ 記事の種類によって検索をかけることが出来ます。複数選択可能です。 

       それぞれの項目の説明については次ページをご覧ください。 
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新聞内のセクション(Section) / カテゴリー（Category-Subcategory）について 

 

※注意 ― これは大まかな紙面構成に基づく区分であり、記事の主題とは必ずしも一致しません。 

（例えば、著名人の死亡記事は「Obituary」ではなく一面の「News」に掲載されている場合があり 

ます。）各紙の紙面構成や時代により、項目によっては該当するものがない場合もあります。 

 

Advertising（広告） 

   ☆ Classified ads ·········································· （求人・求職広告） 

     ☆  Display ads ············································· （通常広告） 

     ☆  Real Estate ads ········································ （不動産広告） 

Business News（ビジネス） 

   ☆ Business ················································ （商業欄） 

     ☆ Shipping News ········································ （海運業欄） 

     ☆ Stock Tables ··········································· （証券欄） 

Features（娯楽・天気） 

   ☆ Arts and Entertainment ······························· （芸術・娯楽） 

 ☆ Reviews ················································ （書評・劇評・映画評など） 

 ☆ Sports ··················································· （スポーツ） 

 ☆ Weather Report ········································ （天気） 

Image（画像） 

  ☆ Cartoon ················································· （風刺画・漫画） 

 ☆ Chart ···················································· （図表・グラフ） 

 ☆ Drawing ················································ （図形・デッサン） 

 ☆ Map ····················································· （地図） 

 ☆ Photograph ············································· （写真） 

 News（ニュース） 

 ☆ News ···················································· （ニュース記事） 

 ☆ Front Page ·············································· （一面ニュース） 

 ☆ Elections ··············································· （選挙） 

Opinion and Editorial（意見・社説） 

 ☆ Editorial ················································ （社説） 

 ☆ Letter to the editor ···································· （投稿） 

 People（人物） 

  ☆ Birth Notices ··········································· （誕生広告） 

 ☆ Deaths Notices ········································ （死亡広告） 

 ☆ Marriage Notices ······································ （結婚広告） 

 ☆ Obituary ················································ （死亡記事） 
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   ◎ 図版を含む記事に限定したい場合には、「articles with illustration」の部分を 

         チェックします 

 

   ◎ 新聞の発行地（州または都市名）を指定できます。10箇所まで指定可能です。 

     複数指定する場合は Ctrlキーを押しながらクリックしてください。 

 

 

V. 記事をプリントする 

        表示した記事をプリントすることが出来ます。2 種類の方法があります。 

    

5-1:  記事を切り抜き状にプリントアウトする。 

    ◎ Article もしくは Page で表記した後に、画面左の「Print」をクリックする。 

 

  ◎ プリントしたい部分のみが表示されます。 

 

   ◎ ブラウザの印刷機能を使ってプリントアウトしてください。 

 

 

※切り抜き記事の形状によっては、この方法ではうまく印刷できない場合があります。 

その場合は次の「紙面全体をプリントアウトする」方法をご利用ください。 
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 5-2: 紙面全体をプリントアウトする。 

  ◎ Article もしくは Page で表記した後に、画面左の「E-mail or Retrieval」をクリッ 

クする。 

 

    ◎ 開いたコマンドのうち、プリントアウトは下記を使用します。 

 

   A: Browser Print 

Standard article print 

      5-1「記事を切り抜き状にプリントアウトする」と同じものです。 

   B: Acrobat Reader（Adobe 社の Acrobat Reader が必要です） 

  [1 page portrait] 

          紙面全体を印刷用紙 1 枚に収めます。 

[2 (1/2) pages landscape] 

  紙面を印刷用紙 2 枚に分割して収めます。 

[4 (1/4) pages portrait] 

  紙面を印刷用紙 4 枚に分割して収めます。 

    いずれも PDF ファイルが開いたら Acrobat Reader の印刷機能を使ってプリント 

アウトします 

 

 

 



19th Century U.S. Newspapers ガイド ■ 15  ■ 

 

     5-3:  PDF ファイルを開いてプリントアウトする。 

     ◎ 方法としては、「5-2: 紙面全体をプリントアウトする」の B: Acrobat Reader 

            そのままとなります。ただし紙面 1 ページをそのまま印刷用紙 1 枚に収録し 

       ます。 

 

 

VI.  記事の書誌情報をメール送信する 

   記事の書誌情報(Citation)を希望する相手にメール送信することが出来ます。 

   【注意】 

  送信されるのは書誌情報のみです。記事本文や画像は送信されません。 

  

6-1: Article もしくは Page で表記した後に、画面左の「E-mail or Retrieval」をクリッ 

クする。 

 

  6-2: 開いたコマンドのうち、下記を使用します。 

 

  ◎ E-Mail Address に、送信先のメールアドレスを、Subject に件名（空欄の場合は 

   記事名が自動的に入ります）を入力し、「Submit E-mail Request」をクリックします。 

      通常は数分後には指定したメールアドレスあてに書誌情報が届きます。 
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VII.  気に入った記事をマークする 

       A: 「Mark」ボックスを使う方法 

各記事についているチェックボックスを使う方法です。ただしセッションを終わらせ      

る（ブラウザを閉じる）と、マークは消えてしまいます。セッション終了後も利用し

たい場合は、次の B の方法と併用してください。 

      B: ブックマーク機能を使う方法 

ブラウザのブックマーク機能などを使って、各画面の固有の URL（アドレス）を       

ブックマークする方法です。セッションを終わった後でも記憶されます。 

 

     A：「Mark」ボックスを使う方法 

 

検索結果の中からマークしたいタイトルのチェックボックスにチェックを入れま

す。（ページ左上の「Mark all items on this page」をクリックすると、表示している

アイテムをまとめてチェックすることもできます。） 

 

     

閲覧する時は、左側の「View mark list」をクリックします。 
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      チェックした記事を閲覧することが出来ます。 

 

 

B：ブックマーク機能を使う方法 

        検索結果を示したページ、あるいはファイルを表示したページにおいて、ブラウザ 

     の「お気に入り（ブックマーク）機能を使うと、そのページに簡便にアクセスする 

     ことができます。この方法ですと、一度ブラウザを閉じても、「お気に入り」から 

     該当ページを削除しない限り、何度でもアクセスすることができます。 

      【注意】 

1：ページをブックマークする前に、画面上部に左記の青い「i」マークが表示されているかどうか

をご確認ください。この「i」マークが表示されていないときには、ブックマークしてもあと

で再現できませんのでご注意ください。 

2：「お気に入り」もしくは「ブックマーク」の名称はご利用になっているインターネットブラウ

ザの種類によって若干異なる場合があります。詳しくはブラウザの説明書をご覧ください。 

2：登録後アクセスするためには、19th Century U.S. Newspapers が閲覧できる状態になっているこ

とが前提となります。19th Century U.S. Newspapers へのアクセス権のない端末や、同タイトル

の年間維持契約を終了した後は閲覧することができません。 

      

     ◎ ブックマークしたいページを表示する。 
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◎ ツールバーの「お気に入り」→「お気に入りに追加」を選択してクリックする 

       と、「お気に入り」の中に追加されます。 

     ※ Internet Explorer の場合 

 

           ※ Netscape Navigator の場合 

 

          ※ FireFox の場合 

 

 

 

VII.  補足事項 

 
1： 本商品は可能な限り、Windows パソコン上で Internet Explorer をブラウザとして 

ご使用ください。他の OS、ブラウザ上でもほとんど問題なく動作いたしますが、 

一部の機能について利用できなくなる場合があります。 

 

   2： 表記された画像は特に記載された場合を除いて Windows の Internet Explorer 

でのものです。Macintosh などの OS や IE 以外のブラウザでは一部メニュー表記 

が異なって表示される場合があります。 

 

    3： 検索語はすべて英数字モードで入力してください。全角アルファベット変換は認識 

しない場合がありますのでご注意ください。 

 


