Digital Archives 好評発売中!!

スミソニアン学術協会コレクションオンライン

Smithsonian Collections Online
スミソニアン学術協会は、文化遺物、芸術品、標本の総所蔵点数が 1 億 3,700 万点、年間来館者総数が 3,000
万人に及ぶ世界最大の博物館・研究機関群です。スミソニアン学術協会の傘下では、18 の博物館と 9 の研
究機関が運営されています（2013 年 7 月現在）
。
Gale 社は、スミソニアン学術協会が所蔵する膨大なアーカイヴを
学術・教育機関の利用に供するためにデジタル化することで同協会
と合意に達し、Smithsonian Collections Online が製品化されました。
これまで 3 つのアーカイヴがリリースされております。同協会が
発行する主要雑誌である Air & Space Smithsonian と Smithsonian
Magazine を 創 刊 号 か ら 提 供 す る Air & Space and Smithsonian
Magazine Archive、19 世紀から 20 世紀前半の万国博覧会資料を包括
的に提供する World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow、国
立アメリカ歴史博物館所蔵コレクションの広告など商業資料を提
供する Trade Literature and the Merchandising of Industry です。

スミソニアン学術協会発行主要雑誌アーカイヴ

Air & Space and Smithsonian Magazine Archive
Air & Space Magazine とは、スミソニアン学術協会発行の航空と宇宙に
関する専門誌。1986 年創刊の本誌は、スミソニアン国立航空宇宙博物館
の所蔵品や研究についての紹介にとどまらず、航空と宇宙に関するトピッ
クを歴史的に解説するとともに、航空機から軍用機、宇宙ロケットや探査
機までの最新情報が満載です。
200 万部以上の発行部数を誇るスミソニアン学術協会発行の雑誌である
Smithsonian Magazine は、1970 年に創刊され、社会や技術の進歩を読者に
わかりやすく解説することを目的としています。芸術・科学・文化の幅広
いトピックを掲載しています。

・ Air & Space and Smithsonian Magazine Archive 1970-2010

・
※
※
※
※

Air & Space and Smithsonian Magazine Archive 2011-Current
買切り（年間管理費が別途かかります）・年間購読（Subscription）の契約が選択可能です。
1970-2010 を買い切りでご購入いただきますと 2011-Current の年間購読価格が無料になります（別途年間管理費は必要）
本商品はバックアップ用 HDD の提供はございません。なお、Portico によるバックアップ保証がございます。
価格については最寄りの弊社営業員にお申し付け頂ければ、すぐにお見積りをご用意いたします。

無料トライアル実施中!! 詳細は弊社までお申し付けください
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◆1 世紀に亘る万国博覧会の一次史料を包括的に提供

19 世紀から 20 世紀前半の万国博覧会史料集成

World’s Fairs and Expositions: Visions of Tomorrow
1851 年の第 1 回ロンドン万国博覧会以来、万国博覧会は文化と技術の進歩を象徴するイベントとして欧
米諸国を中心に各地で開催されました。クリスタルパレスをメイン会場とする第 1 回ロンドン万博は、帝国
のスペクタクルを演出し、産業の興隆を賞揚し、近代を可視化し、商品が君臨する世界の到来を告知する一
大文化装置として機能しました。科学技術への好奇心と進歩への信仰と工業生産の発展が息吹を注ぎ込んだ
ロンドン博は、以後の万国博覧会にモデルとなりました。また、膨大な数に上る群衆が会場を訪問したこと
は、社会史的に見ても興味深い現象です。半世紀後のシカゴでは、2,500 万人以上の訪問者がアメリカの工
業発展の歴史を展示するコロンビア博覧会の壮麗さに幻惑させられます。約 5,000 万人の人々が訪問したパ
リ万国博覧会が開催された 1900 年までに、万国博覧会はヨーロッパのほぼすべての首都で開催されるに至
ります。
万国博覧会は、製造業者が製品を販売促進する場であり、国家や地方都市が投資を誘致する場であり、都
市空間がユートピア都市へ変貌する場であり、あらゆる階級の人々が楽しみ、学び、気晴らしをする場でし
た。歌、書籍、建築、彫像、公園、都市計画、写真の数々の中に記憶された博覧会は、みずから体験した人々
だけでなく、他人の話や書籍や写真を通して万博に出会った人々に対しても、ものの見方に大きな影響を与
えずにはおきませんでした。
本アーカイヴは、1840 年代から 1930 年代までの万国博覧会に関する一次資料を包括的に収録しておりま
す。収録されているのは、公式政府報告書、展示品目録、運営関連資料（運営関係者の書簡、経理関係書、
建築プランなど）、記念出版物・記念品（写真、ポスター、ポストカード、パノラマ画など）、訪問客用ガイ
ドブック、宣伝用資料、研究書、講演録、テクニカルレポートなど、万国博覧会の歴史を研究する上での欠
かすことのできない第一級の資料ばかりといえます。これまで、個々の博覧会の報告書や展示品目録が古書
市場で流通し、特定の博覧会に関する一部の資料が復刻版の形で提供されたことはありますが、1 世紀に亘
る博覧会の資料をここまで包括的に提供するのは、今回が初めての試みです。
万国博覧会はそれ自体、技術、建築、デザイン、写真、都市計画、人類学、政治、経営、文化などが交差
するところに成立する文化装置です。本アーカイヴは、技術史、建築史、デザイン史、写真史、都市計画史、
人類学、政治学、経営史、文化史など、様々な分野で近現代史を再構成する契機を提供することでしょう。
※ 買切り（年間管理費が別途かかります）・年間購読（Subscription）の契約が選択可能です。
※ 本商品はバックアップ用 HDD の提供はございません。なお、Portico によるバックアップ保証がございます。
※ 価格については最寄りの弊社営業員にお申し付け頂ければ、すぐにお見積りをご用意いたします。

◆約 100 年間に発行された商品カタログ、パンフレット、広告を包括的に収録

19 世紀から 20 世紀初頭の広告集成

Trade Literature and the Merchandising of Industry
イギリスで始まった産業革命以来、産業界では技術革新と生産の効率化が途絶えることなく進みました。
生産設備と生産量が増大する一方で、社会が豊かになった結果、近代的な消費者が出現します。経営体に眼
を向けると、個人が経営する小規模経営から株主が所有する大規模な株式会社が次第に増加します。商品を
大量に生産する企業は、自社の商品を必要とする消費者に向けて確実に届ける販売技法の開発を迫られます。
それだけでなく、消費者の欲望を喚起するようにもなります。大量生産と大量消費を繋ぐ販売、マーケティ
ング、マーチャンダイジングの成立です。
この歴史を雄弁に語るのが、商品カタログや広告などの商業関係資料です。本アーカイヴでは、1820 年
代から 1920 年代までの約 100 年間に発行された商品カタログ、パンフレット、広告を包括的に収録します。
対象となる産業は、鉄道、電力、運輸、農業、建設、製鉄、鉱業、自動車など、19 世紀から 20 世紀にかけ
ての主要なリーディング産業です。
スミソニアン協会により運営される国立アメリカ歴史博物館（National Museum of American History）所蔵
資料から精選されたコレクションを含む本アーカイヴは、19 世紀以降の技術の進歩、建築やデザインの発
展、ビジネスや社会の変化を研究に際して、Nineteenth Century Collection Online（NCCO）や Financial Times
Historical Archive（FTHA）など他の Gale 社のデジタル・アーカイヴが提供する史料を補完して歴史の重要
な側面を考察することを可能にします。
※ 買切り（年間管理費が別途かかります）・年間購読（Subscription）の契約が選択可能です。
※ 本商品はバックアップ用 HDD の提供はございません。なお、Portico によるバックアップ保証がございます。
※ 価格については最寄りの弊社営業員にお申し付け頂ければ、すぐにお見積りをご用意いたします。
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文献調査をサポートする最先端のツールを搭載したプラットフォーム

詳細検索画面

ブラウズ画面

出版物の形態や種類、所蔵機関、言語
などでの絞り込み検索ができます
Smithsonian Magazine と Air & Space の各号を
表紙でブラウズすることができます

文書表示画面
検索結果表示画面

該当ページをサムネイル表示

誌面そのままに表示されます

グラフツール作成機能

関連用語検出機能

検索キーワードの関連用語を検出
検索キーワードの掲載頻度を視覚化

収録内容・トライアルの設定等、詳しくは弊社までお申し付け下さい
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