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好評発売中!!

■創刊（1887 年）から 2013 年までの記事をフルテキスト検索

International Herald Tribune
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インターナショナル・ヘラルド・トリビューン
オンラインアーカイヴ
本データベースでは、1887 年の創刊から 2013 年 10 月までの『インターナショナル・ヘラルド・トリビューン
（IHT）
』の記事を搭載しています。19 世紀末のパリで創刊された当初の紙名は『ニューヨーク・ヘラルド』ヨー
ロッパ版、その後『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』ヨーロッパ版を経て、
『インターナショナル・ヘラ
ルド・トリビューン』へ変更されました。電子化に際しては原紙を直接スキャニング、OCR 処理を施し、フルテ
キスト検索を実現しております。なお、ナチスドイツ占領期の 1940 年 6 月 12 日から 1944 年 12 月 21 日までは発
行が停止していたため、収録されておりません。また、一部権利関係により不掲載の記事も存在します。
IHT を継承する形で現在の『ニューヨーク・タイムズ（NYT）
』国際版が発行されたため、IHT は以前から NYT
国際版として発行されてきたと見なされることもありますが、IHT が NYT と記事を共有するのは、NYT が IHT
の 100%親会社になった 2002 年以降のことであり、それ以前の IHT は NYT が共同所有者であった時代を含め、独
自の編集体制の下で発行されてきました。

パリのアメリカ人のための新聞を創刊から電子化して提供
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20 世紀における世界のアメリカ化と異文化に対する
フランスの態度の変化を克明に記録
19 世紀末パリで創刊された IHT は、世紀末、ベルエポックから二つの大戦を経て、米ソ冷戦、ポスト冷戦時代
まで、パリからフランスとヨーロッパと世界を観察しました。当初、少部数で発行された新聞は、第一次大戦後
パリを訪問するアメリカの実業家、文化人、旅行者が増加するのに伴い、発行部数を増加させます。第二次大戦
後はアメリカの覇権の下、アメリカの視点からヨーロッパと世界の出来事に切り込み、パリ以外にも製作・販売
拠点を拡大、世界のアメリカ化および英語化に伴い、160 ヵ国以上で販売されるグローバルな新聞に成長しました。
20 世紀前半はアメリカ人など異邦人を魅了していたフランスも、20 世紀後半には異文化に対する姿勢に変化が見
られるようになります。政治の世界では、ド・ゴール時代にアメリカと距離を置いた独自外交を進める一方で、
文化のレベルでは、マクドナルドに代表されるアメリカ文化が日常生活のありふれた光景になります。IHT は、
20 世紀における世界のアメリカ化と異文化に対するフランスの態度の変化を克明に記録しています。

多彩なコラムや執筆陣
IHT の歴史には、多彩なコラムや執筆陣が名を残しています。戦間期のセーヌ左岸カルチェ・ラタンを紹介し
た“In the Latin Quarter”や“Latin Quarter Glimpses”、エリオット・ポール（Elliott Paul）やユージン・ジョラス（Eugene
Jolas）など戦間期パリのアメリカ人作家、大西洋単独飛行でパリに降り立った直後のリンドバーグへの単独イン
タビューに成功し、30 年代はドイツ、イタリア、ソ連からファシズムや共産主義の動向を伝え、ドイツのソ連侵
攻を予測した伝説的特派員ラルフ・バーンズ（Ralph Barnes）
、80 年代以降多くの時評を寄せたヘンリー・キッシ
ンジャー、
1960 年代以降、
40 年以上に亘りコラムの連載を続けたウィリアム・パフ
（William Pfaff）
“
、Paris After Dark”
や“Art Buchwald”で半世紀以上に亘りユーモア溢れるコラムを書き続けたアート・バックウォルド（Art Buchward）
、
“Our Times in Rhyme”で韻文形式による時評という新境地を開拓した詩人ポーリン・クロフォード（Pauline Avery
Crawford）
、スポーツ関係のコラムニストで劇作家ユージン・オニールを魅了したスパロー・ロバートソン（Sparrow
Robertson）
、
“Today and Tomorrow”のコラムを長期連載したウォルター・リップマン（Walter Lippmann）
、
“Inside
Europe”などインサイド物で名高いジョン・ガンサー（John Gunther）
、30 年代後半“On the Record”で時事問題にシ
ャープに切り込んだドロシー・トンプソン（Dorothy Thompson）
、30 年代のスタヴィスキ疑獄事件に端を発するパ
リの大暴動を間近で観察したウィリアム・シャイラー（William Shirer）
、ロバート・キャパとともにソ連を訪問し、
探訪記を寄稿したジョン・スタインベック、ラジオやテレビなどメディア批評の分野で一時代を築いたジョン・
クロスビー（John Crosby）
、ファッションを批判的に取り上げ、
ファッション批評の新境地を開拓したアイベイ・ドーシー
（Hébé Dorsey）等、多彩な執筆陣が健筆を揮いました。
IHT は、1930 年代ファシズムに宥和的な論調に傾きました。
しかし、紙面がファシズム一色に染まったわけではなく、バ
ーンズやトンプソンやシャイラーなど、反ファシズムの立場
のコラムも同時に掲載されました。この時代の IHT には、共
産主義に対する防波堤としての役割をファシズムに期待する
伝説的特派員ラルフ・バーンズによる
世論と、ファシズムにおける自由の抑圧を批判する世論が相
リンドバーグの単独インタビュー
克した時代状況がそのまま映し出されています。
(May 22, 1927)

バナー・ヘッドラインと写真を用いて
映像の時代に相応しい紙面づくりを追求
『ニューヨーク・ヘラルド』国際版時代の IHT を見てすぐに
目に止まるのは、その大胆な紙面作りです。
『ザ・タイムズ』、
『テ
レグラフ』、『デイリー・メール』など、同時代のイギリスの新
聞が一面に広告を掲載していた時代に、IHT は一面にバナー・
ヘッドラインを使い、トップニュースが一目でわかるような紙
面作りを行いました。20 世紀初頭、映画の到来を前に、新聞人
たちは新しい紙面作りを追求しました。大胆な見出しと写真を
多用した IHT の紙面は、映像の時代 20 世紀に相応しい新聞の見
本ともいえるものであり、国際的な新聞というイメージも手伝
い、映画人によっても注目され、しばしば映画の中で使われて
きました。
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第一次世界大戦の契機となる
オーストリア皇太子夫妻暗殺の記事
(June 29, 1914)
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IHT の記事にみる 19 世紀末から現代の出来事

豪華客船タイタニック号がニューファンドランド沖で沈没、
情報は錯綜、大惨事の怖れ（April 16, 1912）

オランダのダンサー、マタ・ハリはスパイ活動と
敵国への内通により処刑された（October 16, 1917）

ガーシュインがニューヨーク・フィルと
『パリのアメリカ人』を演奏して指揮者デビュー
（September 9, 1929）
ナチスドイツの無条件降伏
（May 8, 1945）

エリザベス 2 世の戴冠式
（June 3, 1953）

「マクドナルド、フランスに一号店」
フランスの典型的な郊外の町クレライユに
オープン （September 6, 1972）
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「パリ 5 月革命」
学生の反乱は労働者のゼネストに発展、
ド・ゴール退陣の契機に （May 25-26, 1968）

フランス革命 200 周年パレード
（July 15-16, 1989）
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