
世界規模の重要問題 研究アーカイブ 

GLOBAL ISSUES LIBRARY 

国境、移民、ジェノサイド、安全保障、革命と抵抗、環境問題、 

大量投獄など、世界規模のさまざまな問題に関する資料を収録する 

電子アーカイブです。過去の重要な出来事を学術的に調査できます。 

1780年代後半から現代まで、約180のテーマ・トピック・出来事をカバーします。当事者で
ある個人、政府、法律、制度など多様な視点からの資料を収集し、同時代の視点を再現する
一次史料と、現代的考察の双方を、学際的に調査できるように構成されています。 

世界中の研究者で構成された諮問委員会によって、学術研究向けに編纂された下記の資料を
収録します。 

• 資料60万ページ超：政府文書・当事者の証言などこれまで出版されていない貴重な一次
史料と、問題を理解するのに役立つ研究書 

• 動画1,000時間超：ドキュメンタリー・映像記録など 

• ケーススタディー250点 

• 記録写真3,000点 

• 収録資料の刊行年：1583年～2020年 

 

年間購読でご提供します。 

年 

恒 恒久アクセスライセンス（買い切り契約）でご提供します。 

年間購読でご提供します。 
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（国際政治） 



GLOBAL ISSUES LIBRARYを構成するコレクション 

 

コレクションごとに、個別に恒久アクセスライセンス（買切り）でご契約できます 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づけ
るのに役立ちます。  

 

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景か
ら、実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複
数の視点から証言。 

 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安
全保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。
各々の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対
話を促す資料集成です。 

 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、
目標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学
的に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家
と提携して収集・編纂しています。 

 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的
傾向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ち
ます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp


―アーカイブ概要― 

19世紀から21世紀にかけての世界の30か所以上の主要な国境地域
と移民に関する資料を提供するアーカイブです。過去の重要な出
来事を学術的に調査できます。アメリカとメキシコ、EU、アフガ
ニスタン、イスラエルとパレスチナ、トルコ、コンゴ、アルゼン
チン、中国、タイ、その他の国境と移民に関する資料10万ページ、
動画175時間、写真1,000点を収録予定です。 

 

2015年末、世界の難民の数は近現代史上最多となり、世界各地で 

移民に関わる環境、財政、政治、文化の議論が紛糾しています。
この、現代の数々の難民危機を正確に理解するために、過去の国
境と移民問題を歴史、地理、人口動態、経済、社会、外交の面か
ら理解するのに役立つ資料です。  

 

収録資料の刊行年：1958年～2020年 

 

―以下のような分野でご利用いただけます―  

歴史、法律、政治、外交、地域研究、グローバルスタディーズ、
地域研究、国際関係、世界史、人類学、犯罪学、ラティーノ/ラ
ティーナ研究、人文地理学、地政学、公共政策、ポストコロニア
ル研究、医学、芸術など。 

 

―収録テーマ例― 

メキシコとアメリカ 

1965年から2015年の間に1,600万人以上の移民がアメリカに移住
し、かつ毎年数千人が国境で追い返され、激しい議論となってい
ます。米墨国境の歴史を探り、移民とアメリカ側の政策関係者の
双方の視点を知る資料を収録します。 

 

イスラエルとパレスチナ、ヨルダン、レバノン、シリア 

現在も進行中のイスラエルの侵攻は、現代世界におけるもっとも
深刻な国境紛争の一つです。イスラエルによる土地の強制併合や
壁の建設による国境封鎖といった強硬な措置、パレスチナをはじ
めとするイスラム国家との対立をより深く理解するための資料を
収録します。 

 

トルコ 

欧州と中東の間に位置するトルコは、多くの難民が目指すEUへの
通過点です。近年、内戦に追われてトルコ国境への逃れた数十万
人のシリア難民による人道危機、トルコ政府の対応、国境封鎖、
EU諸国との関係などをより調べるための資料を収録します。 

 

 

BORDER AND MIGRATION STUDIES ONLINE 

移民・国境 

研究アーカイブ 
 シリーズGlobal Issues Library 

―取扱うテーマ（例） ― 

国境とアイデンティティ 

国境犯罪学 

国境をめぐる紛争 

国境取締と出入国管理 

国境での抗議 

国境とジェンダー 

ボーダーレス 

人身取引 

海洋領域 

循環移民 

移民のグローバル・ガバナンス 

未記録、もしくは非公式な移民 

帰還移民 

通過移民 

混合移民 

還流型移民 

海洋移民 他 

 

 

―主なコンテンツの種類― 

• 目撃証言 

• 証拠資料 

• オーラルヒストリー 

• 回顧録 

• 政府文書 

• 地図 

• 写真 

• ニュース映像 

• ドキュメンタリー 

• 非政府組織報告書 

• モノグラフ 

• 調書 

• レファレンス 他  

 

 

―カバーする地域（例） ― 

中国、韓国、インド、バングラデ
シュ、アフガニスタン、ビルマ、タ
イ、カンボジア、インドネシアと東
ティモール、イスラエルとパレスチ
ナ・ヨルダン・レバノン・シリア、
トルコ、アイルランド、アメリカと
メキシコほか、アフリカ・ヨーロッ
パ・南米諸国 

収録例 

アメリカ国立公文書記録管理局 

The Borderlands of Hungary and Czechoslovakia 

Franco-Italian Border Dispute、 June - July 1945 

United States and Mexican Claims Commissions. Research and 

Information Section. Reports on Conditions Along the Mexican 

Border、 1911-1919 

イギリス国立公文書館 

South America. 64 maps relating to the boundary dispute between 

Argentina and Chile 

Sudan-French Equatorial Africa Boundary 

Ireland: Irish Boundary Commission. 1924-1926 

Turco-Greek Frontier. 1879-1891 

【ビデオ・コンテンツ】 

米国のみならず、レバノン、イタリア、デンマーク、ロシア等
の地域の視点も提供します。 

African Exodus、 SW Pictures 

Invisible: Illegal in Europa、 Journeyman Pictures 

Requiem for Syrian Refugees、 Lobo Films 

Documented、 Bond 360 

Displaced in the New South、 Berkeley Media 

Leaving Greece、 Royal Anthropological Institute 

We Share the Same Sea、 Tetraktys Films 

I come from a Beautiful Place、 Forward Films Productions 

【印刷物】 

Border Rhetorics: Citizenship and Identity on the US-Mexico 

Frontier、 U. of Alabama Press 

Inside Immigration Detention、 Oxford U 

Corazón de Dixie: Mexicanos in the U.S. South since 1910、 U of 

North Carolina Press 

Border Identities: Nation and State at International Frontiers、 

Cambridge UP 
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（難民、国際政治） 

契約形態：恒久アクセスライセンス契約 

（ご購入時に発生する買切価格の他、１年目より毎年サービス維持料 金がかかります） 

同時アクセス無制限、印刷・ダウンロード可 



このアーカイブは、世界規模の様々な問題に関する資料を収録する、 

Global Issues Library 世界規模の重要問題 研究アーカイブ のシリーズの一部です。 

 

Global Issues Libraryシリーズ 
※シリーズを一括提供する年間購読プランもございます。 

 個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づける
のに役立ちます。  

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景から、
実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複数の視
点から証言。 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安全
保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。各々
の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対話を促
す資料集成です。 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、目
標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学的
に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家と提
携して収集・編纂しています。 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的傾
向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ちます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

“スタンプが押された一枚の紙切れが、何千人もの人々の
生と死を分ける。これが我々の時代の非人間性でなくて 

なんだろうか”－ Dorothy Thompson（ジャーナリスト） 

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp


―アーカイブ概要― 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイド（大量虐殺、戦争
犯罪、民族浄化、人道に対する罪）に関する、7万5千ページの資
料と、150時間の動画を収録するアーカイブです。専門家が編纂し
ており、過去の重要な出来事を学術的に調査できます。 

 

20世紀だけで2,000万人を超える人々がジェノサイドによって亡く
なりました。ジェノサイドを研究するためには、それらの出来事
を複数の視点から説明し、出来事の全体像を取り扱った資料が必
要ですが、こうした資料を見つけ出すのは困難です。当アーカイ
ブは、世界で起きた大規模なジェノサイドの包括的かつ比較可能
な資料、分析、および解釈をまとめて提供します。 

 

このコレクションは、アルメニア、ホロコースト、カンボジア、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルワンダ、ダルフール、ブルンジ、
コソボ、チェチェンなど、30以上の地域で起きたジェノサイドを
対象として、様々な形態と種類の一次資料と二次資料を収録しま
す。 

各トピックについての資料は、ジェノサイドが起こった歴史的背
景から始まり、ジェノサイドの実態、国際的な反応、加害者の訴
追、処置を経て再建に至るまでの全体像へ案内します。 

 

収録資料の刊行年：1915年～2017年 

 

―主な収録資料― 

・当事者の記述、持ち物－例えば、日記、手紙、文書、身の回り
の品－IDカード、配給カード、逮捕令状、      財産没収や強制拘留
に関する文書－など 

・当時放送されたテレビ映像、写真、NGOのプレスリリースなど、
当時、ジェノサイドをメディアがどのように報じたかや、NGOによ
る人々の意識を高めるための取り組みがわかる資料 

・政府、NGO、裁判所の文書－メモ、レポート、法廷記録、犠牲
者・目撃者の証言など。これらのほとんどはこれまで電子媒体で
は入手できなかったもので、ジェノサイドの全体像を理解し、
個々の資料の位置づけを役立ちます。 

・ドキュメンタリー、インタビュー、研究書、随筆、雑誌記事 

・芸術および文学作品。被害者を追悼し、和解への努力を描いた
芸術作品を厳選して収録。 

・参考資料－虐殺の概略を提供する地図、書誌、年表、新たに書
かれた論評などが含まれます。 

・信頼できる外部のWebコンテンツへのリンク 

HUMAN RIGHTS STUDIES ONLINE 

人権研究アーカイブ 
1900-2010年のジェノサイド 

 シリーズGlobal Issues Library 

―取扱う地域・出来事― 

• アフガニスタン 

• クルド人に対するアンファール作
戦 

• アルジェリア内戦 

• アルゼンチン「汚い戦争」 

• バングラデシュ独立戦争 

• ブラジル軍事独裁政権 

• ビルマ・ミャンマー紛争 

• ブルンジ（1972年、1993年） 

• カンボジア 

• チャド 

• チリ、ピノチェト政権 

• コロンビア内戦 

• ダルフール紛争 

• 東ティモール 

• エチオピア・エリトリア紛争 

• 2001年～2010年の国際テロへの
対抗策 

• グアテマラ内戦 

• ナミビア 

• ホロコースト 

• ホロドモール 

• インドネシア 

• イスラエル・バレスチナ紛争 

• コソボ紛争 

• リベリア内戦 

• 南京 

• ナイジェリア、ビアフラ戦争 

• オスマン帝国とアルメニア人 

• ペルー内戦 

• チェチェン紛争 

• ルワンダ 

• エルサルバドル内戦 

• シエラレオネ内戦 

• アパルトヘイト 

• スリランカ内戦 

• アボリジニ、盗まれた世代 

• 北アイルランド紛争 

• ウガンダ 

• ユーゴスラヴィア戦争 

 

“このコレクションは、学生と研究
者に幅広い優れた一時史料と報道を
提供するもので、歴史の研究にも、
現代のニュースの背景を知るのにも
適しており、強力に推薦する。” 

―CHOICE Reviews 

 

 

“包括的かつ挑戦的な、注目すべきコレクション。大量虐殺、
戦争犯罪、民族浄化、人道に対する罪についての認識を深める
だけでなく、それらに対する抵抗を促す資料。” 

― John K. Roth, Edward J. Sexton 教授、Claremont McKenna 

College 

 

“政治学、平和研究を研究する機関、あるいは社会正義につい
て学生を教育するという責務をもつすべての機関にとって貴重
なリソース” 

― Kellian Clink司書 

Minnesota State University 
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（平和研究、人道に対する罪、紛争） 

契約形態：恒久アクセスライセンス契約 

（ご購入時に発生する買切価格の他、１年目より毎年サービス維持料 金がかかります） 

同時アクセス無制限、印刷・ダウンロード可 



このアーカイブは、世界規模の様々な問題に関する資料を収録する、 

Global Issues Library 世界規模の重要問題 研究アーカイブ のシリーズの一部です。 

 

Global Issues Libraryシリーズ 
※シリーズを一括提供する年間購読プランもございます。 

 個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づける
のに役立ちます。  

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景から、
実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複数の視
点から証言。 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安全
保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。各々
の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対話を促
す資料集成です。 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、目
標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学的
に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家と提
携して収集・編纂しています。 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的傾
向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ちます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp


―アーカイブ概要― 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な
国際的な安全保障問題を知るために役立つ資料10万頁と動画175時
間を収録します。過去の重要な出来事を学術的に調査できます。 

 専門家のアドバイスに基づき、30以上の安全保障問題について
の資料を収集、現代世界に影響を与えてきた紛争や政策について、
さまざまな情報源から集められた資料を用いた多面的な分析を可
能にします。 

 世界的なテロの驚異から気候変動に伴う水不足まで、安全保障
の問題を考えるための、政治、社会、イデオロギー、文化そして
歴史的な文脈を考慮した学際的かつ包括的な分析を手助けします。 

 

収録資料の刊行年：1954年～2020年 

 

―収録例― 

イラン 

アメリカ大使館人質事件やイラン・コントラを含むイランのさま
ざまな安全保障問題に関する資料を収録。ジョージタウン大学外
交研究所によるケーススタディ、アメリカ国立公文書記録管理局、
およびジョージ.H. W. ブッシュ大統領図書館所蔵の、通信・スピー
チ・メモ・口述記録などの一次史料を収録します。 

 

太平洋での核実験 

ケーススタディ、ロンドン大学セナート・ハウス図書館所蔵の研
究書、写真、ドキュメンタリー、アーカイブ資料を収録 

 

サイバーセキュリティとサイバー戦争 

ハッカーの世界、電子監視、脅威への対策といった知られざる世
界を明らかにするドキュメンタリー、”Assange Agenda: 

Surveillance、 Democracy and You”、 “Cyberwars: Invisible Warfare、 

and Guardians of the New World.”を収録。 

 

  

SECURITY ISSUES ONLINE 

安全保障研究 

アーカイブ 
 シリーズGlobal Issues Library 

 

―テーマ例― 

感染症の大流行 

紛争と和解 

諜報 

反政府運動 

生物兵器 

サイバーセキュリティ 

テロリズムとテロ対策 

防災対策と緊急事態への対応 

麻薬と密輸 

核兵器と核の脅威 

人身売買とマネーロンダリング 

国際的な犯罪組織 

 

 

―主なコンテンツ提供元― 

ケンブリッジ大学 

コーネル大学出版局 

ジョージタウン大学外交研究所 

アメリカ国立公文書記録管理局 

ロンドン大学セナート・ハウス図書
館 

ラウトレッジ等、学術出版社 

 

 

―契約形態― 

恒久アクセスライセンス契約（ご購
入時に発生する買切価格の他、１年
目より毎年サービス維持料 金がかか
ります） 

同時アクセス無制限、印刷・ダウン
ロード可 

 

EP-1565 April 2021  

（国際政治、危機管理） 



このアーカイブは、世界規模の様々な問題に関する資料を収録する、 

Global Issues Library 世界規模の重要問題 研究アーカイブ のシリーズの一部です。 

 

Global Issues Libraryシリーズ 
※シリーズを一括提供する年間購読プランもございます。 

 個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づける
のに役立ちます。  

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景から、
実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複数の視
点から証言。 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安全
保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。各々
の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対話を促
す資料集成です。 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、目
標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学的
に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家と提
携して収集・編纂しています。 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的傾
向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ちます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp


―アーカイブ概要― 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性、環境保全、農業、森林破
壊など、重要な環境問題に関する資料を収録するアーカイブです。
過去の重要な出来事を学術的に調査できます。 

  

政府報告、非政府機関の出版物、研究書、動画、ドキュメンタ
リー、規制、議論、背景資料、一次史料アーカイブなど、10万
ぺージのテキスト、175時間の動画、1,000点の画像を収録予定で
す。（2021年3月現在、コンテンツ収録は未完了です） 

 

今日、アマゾンの熱帯雨林の1/5が消滅し、アメリカの2倍の面積
のゴミが太平洋を覆い、気候変動で激化した自然災害のために毎
年数千万人が移住を余儀なくされています。 

 

深刻化する環境問題の解決策は生態系、社会、文化、経済、政策、
歴史の交点にあり、学際的な考察が欠かせません。 

 

本アーカイブは、事例研究に焦点をあて、特定の地域の環境問題
を調査し、国際的な尺度からどのように解決がなされたか／なさ
れなかったかの調査・分析をサポートします。各々の事例を歴史
的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な
対話を促す資料集成です。 

 

収録資料の刊行年：1920年～2018年（※コンテンツ追加中） 

 

―収録例と提供元― 

• 初の複数州間で締結された水利用協定の概要文書（コロラド州
立大学、水資源アーカイブ所蔵） 

• 三峡ダム建設に伴う強制移住に関する米中加の視点と分析（香
港大学出版局） 

• 1952年のロンドンスモッグとその後の大気汚染政策関連記録
（イギリス国立公文書館所蔵） 

• DDT農薬の利用規制につながった公聴会記録（アメリカ国立公
文書記録管理局所蔵、環境保護庁記録文書（EPA）） 

• 食糧、生計、住居が気候変動による影響に直面している人々の
一人称での証言（太平洋共同体事務局所蔵） 

ENVIRONMENTAL ISSUES ONLINE 

環境問題 

研究アーカイブ 
 シリーズGlobal Issues Library 

―取扱うテーマ（例） ― 

大気汚染 

生物多様性 

気候変動 

消費と廃棄 

都市の強靭性 

土地保全 

水問題 

ロンドンの大気汚染 

米国の大気清浄法・水質保全法 

DDT農薬 

太平洋の海面上昇 

三峡ダム 

ゼリスケープ・デザイン 他 

 

 

 

―活用例― 

• ゼリスケープ（水資源保護）計画
やケニアのグリーンベルト運動等、
水質保全、土地保全の取り組みの
成功要因を探る。 

• 地域の市民参加型運動を、大気清
浄法や水質保全法等の国家政策と
関連づける。 

• 初期の自然保護活動家の取り組み
から、環境正義の視点まで、「環
境」の定義の歴史的な変遷を辿る。 

• 歴史的文脈に沿って配された一次
史料を通じ、政策の変化をより大
きな社会的意識の変化と関連づけ
る。 

 

 

―契約形態― 

恒久アクセスライセンス契約（ご購
入時に発生する買切価格の他、１年
目より毎年サービス維持料 金がかか
ります） 

同時アクセス無制限、印刷・ダウン
ロード可 

EP-1566 April 2021  

（環境学、自然保護） 



このアーカイブは、世界規模の様々な問題に関する資料を収録する、 

Global Issues Library 世界規模の重要問題 研究アーカイブ のシリーズの一部です。 

 

Global Issues Libraryシリーズ 
※シリーズを一括提供する年間購読プランもございます。 

 個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づける
のに役立ちます。  

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景から、
実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複数の視
点から証言。 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安全
保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。各々
の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対話を促
す資料集成です。 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、目
標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学的
に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家と提
携して収集・編纂しています。 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的傾
向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ちます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp


―アーカイブ概要― 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料

100,000ページ、 175時間の動画、図版1,000点を収録するアーカ

イブです。過去の重要な出来事を学術的に調査できます。 

 フランス革命からアラブの春まで、革命行為は、支配的な社

会・政治秩序を変えてきました。革命があたえた影響とその後の

影響を理解するためには、革命へと駆り立てたイデオロギー、起

源、到達点、利害関係を歴史的に紐解くことが必要です。 

 本アーカイブは、専門家チームと提携し、有名無名の独立運動、

労働運動、ジェンダー革命、学生運動、非暴力革命、ゲリラ活動、

抗議芸術などに焦点をあて、各運動の起源、目標、方法、成果お

よび挫折を証言する資料を収録します。 

 私的文書、定期刊行物、書籍、報告書、動画、研究書、スピー

チ等の多彩なコンテンツを収録。18世紀から21世紀にかけての革

命、抗議、レジスタンス、社会運動が、どのように社会を形成・

変遷させてきたかを調査することができます。 

収録資料の刊行年：1898年～2019年 

REVOLUTION AND PROTEST ONLINE  

革命と抗議運動 

研究アーカイブ 
 シリーズGlobal Issues Library 

―取扱う出来事（例） ― 

アラブの春 

国共内戦（1925-1949年） 

イラン革命（1953年、1979年） 

キューバ革命（1953-1959年） 

アメリカの公民権運動 

インドの不服従運動・独立運動 

ロシア革命（1905年、1917年） 

メキシコ革命（1910年） 

ブラジル革命（1930年） 

ハンガリー革命（1956年） 

アメリカ独立戦争（1776年） 

他多数  

 

 

―収録資料（例） ― 

• イギリス国立公文書館所蔵30コ
レクション。18世紀から21世紀
にかけての革命的な動きの記録文
書を専門家が選定。 

• ロンドン大学: 20世紀後半のラテ
ンアメリカの革命運動を伝えるパ
ンフレットを収録。 

• ジョージタウン大学外交研究所所
蔵8コレクション。キューバ革命、
イラン革命、ニカラグア、インド
ネシア、アラブの春に関する学生
向けガイドも収録。 

• ボストン公共放送局 教育財団所
蔵、 保守主義的、自由主義的の
両面の活動家の証言ビデオ。 

• ケンブリッジ大学出版局、コロン
ビア大学出版局などの学術出版社
の研究書選集 

 

 

―契約形態― 

恒久アクセスライセンス契約（ご購
入時に発生する買切価格の他、１年
目より毎年サービス維持料 金がかか
ります） 

同時アクセス無制限、印刷・ダウン
ロード可 

 

EP-1569 April 2021  

（近現代史、政治学） 



このアーカイブは、世界規模の様々な問題に関する資料を収録する、 

Global Issues Library 世界規模の重要問題 研究アーカイブ のシリーズの一部です。 

 

Global Issues Libraryシリーズ 
※シリーズを一括提供する年間購読プランもございます。 

 個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づける
のに役立ちます。  

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景から、
実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複数の視
点から証言。 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安全
保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。各々
の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対話を促
す資料集成です。 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、目
標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学的
に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家と提
携して収集・編纂しています。 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的傾
向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ちます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp


―アーカイブ概要― 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の
失敗を詳細かつ科学的に分析するために必要な資料を収録する
アーカイブです。過去の重要な失敗事例を学術的に調査できます。 

 

今日、失敗事例の分析は、工学分野の多くの教育カリキュラムの
基本となっています。しかし、入手可能な失敗事例の資料の多く
が紙やWebに散在しており、これらを偏りなく集め、客観的に分析
することは容易ではありません。 

 

本アーカイブは、多様な情報源から収集した250時間の動画と5万
頁以上の資料を収録しており、研究者・学習者は工学上の失敗事
例を通じて、何をすべきでないか、どのように設計図を作成すべ
きかを学ぶことができます。 

 

収録資料の刊行年：1877年～2020年 

 

―収録資料の例― 

• 重要な失敗をとりあげた長編ビデオ・ドキュメンタリー 

• 失敗事例をとりあげ、工学分野の主要な概念と課題を詳細に説
明する研究書 

• 失敗の原因を正確に描いたシミュレーション 

• ニュース番組を含む、事故の映像 

• 音声データと口述記録 

• 関係者、被害者、目撃者の証言 

• 画像、事故報告、青写真、その他の一次資料 

• 信頼できる新聞、ウェブサイト、雑誌の書誌情報 

• 工学技術者の職業倫理向上のための事例集 

ENGINEERING CASE STUDIES ONLINE 

工学失敗事例 

アーカイブ 
 シリーズGlobal Issues Library 

―取扱う失敗事例― 

• 福島第一原子力発電所事故 

• チェルノブイリ原子力発電所事故 

• 石油掘削施設ディープウォー
ター・ホライズン爆発事故 

• ボストン高速道路トンネル天井板
落下事故 

• エール・フランス、コンコルド墜
落事故 

• トランスワールド航空800便墜落
事故 

• ボーイング787型旅客機「ドリー
ムライナー」バッテリー問題 

• ホテル・ハイアット・リージェン
シー空中通路崩落事故 

• スペース・シャトル チャレン
ジャー号爆発事故 

• アポロ13号タンク爆発事故 

• ジェット旅客機コメット連続事故 

• フォード車「ピント」欠陥問題 

• タコマナローズ橋崩落事故 

• タイタニック号沈没事故 

 など、50以上 

 

―専門家が編纂― 

本アーカイブ収録の全ての資料は、
教員と工学図書館司書からなる編集
委員のアドバイスのもと、専門編集
者により慎重に採録されたものです。 

 

―幅広い提供元― 

ハーバード大学出版局などの主要な
学術出版社、米国土木学会などの工
学系学会、BBCなどの映像メディア
ほか、様々な機関と提携し、多様な
リソースから資料を収集しています。 

 

―様々な分野に― 

米国、英国ほか、国際的な事例を取
り上げます。また、法的・倫理的側
面を含む様々な角度からの分析が可
能で、工学技術のみならず、経営、
法律、都市計画、安全、環境、社会
学といった分野でもご活用頂けます。 

 

契約形態：恒久アクセスライセンス
契約（ご購入時に発生する買切価格
の他、１年目より毎年サービス維持
料 金がかかります） 

同時アクセス無制限、印刷・ダウン
ロード可 

 

EP-1567 April 2021  

（工学、安全、建築、航空） 



このアーカイブは、世界規模の様々な問題に関する資料を収録する、 

Global Issues Library 世界規模の重要問題 研究アーカイブ のシリーズの一部です。 

 

Global Issues Libraryシリーズ 
※シリーズを一括提供する年間購読プランもございます。 

 個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づける
のに役立ちます。  

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景から、
実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複数の視
点から証言。 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安全
保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。各々
の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対話を促
す資料集成です。 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、目
標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学的
に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家と提
携して収集・編纂しています。 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的傾
向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ちます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp


―アーカイブ概要― 

アメリカを中心に、世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するの
に役立つ資料を集めたアーカイブです。過去の重要な出来事を学
術的に調査できるよう、国際的な専門家の委員会が学術研究向け
に編纂しています。歴史上の重要な出来事と注目すべきテーマを
選び、法律、政府文書、刑務所での体験、目撃談、刑務所でのリ
ハビリや訓練の教材、警察、理論などの資料を収録。事例研究と
テーマに沿ったアプローチを組み合わせた構成で、大量投獄と刑
務所の歴史を追うことができます。 

大量投獄の世界的傾向と、アメリカをはじめとする複数の国の刑
務所のインフラ施設を調査するための貴重な資料を収録するアー
カイブです。 

受刑者と刑務所内の労働システム、精神障害のある受刑者への矯
正施設の役割、死刑執行、少年のための矯正施設の歴史的変遷、
収容所、刑務所内におけるギャングと暴動、受刑者の権利など、
さまざまなテーマについて調査することができます。 

 

収録資料の刊行年：1583年～2020年 

 

―本アーカイブの特長― 

• 刑務所の研究だけでなく、犯罪学、人権、社会学、法律、政治
学、ジェンダーなど幅広いテーマの研究に利用できます。 

• 国を超えた比較・研究をサポートします。 

• 未成年の受刑者、独房、死刑といった問題の研究に、受刑者の
人種・性別・社会的階層に関する視点を提供します。 

• 多数のコンテンツ提供元と提携し、大量投獄と刑務所に関する、
さまざまな角度からの資料を収集しています。 

• 多様なコンテンツに学術研究のための書誌を付与。出来事・地
域・テーマ・人名・地名などを指定して検索ができ、複雑な調
査を助けます。 

MASS INCARCERATION AND PRISON STUDIES 

大量投獄・刑務所 

研究アーカイブ 
 シリーズGlobal Issues Library 

―取扱うテーマ、出来事（例） ― 

大量投獄の原因、大量投獄の経済学、
監禁環境、死刑、非懲罰的拘禁、刑
務所のアイデンティティと文化、再
入所、著名な刑務所と受刑者、大衆
文化における刑務所、政策、刑務所
の歴史、ギャング、麻薬戦争、暴動、
民営刑務所と刑務所産業、仮釈放、
刑務所労働、権利の喪失、過剰収容
を禁じたBrown v. Plata 判決、未成年
の受刑者、矯正プログラム、芸術プ
ログラム、 雪冤、ノルウェーのハル
デン刑務所、強制収容所（ボーア戦
争、ナチス、ソビエト）、アルカト
ラズ、 NYライカーズ島刑務所 など 

 

―主なコンテンツ提供元― 

• ロンドン大学セナート・ハウス図
書館所蔵、ブロムヘッド図書館文
庫・家族福祉協会文庫からの精選
タイトル 

• アメリカ国立公文書記録管理局所
蔵、全国復興庁の文書 (1927 - ca. 

1939)、刑務所内労働に関する
1934年～1935年の記録 

• このほか、オクスフォード大学出
版局・ラウトレッジなどの学術出
版社の出版物、BBCなどの映像作
品を収録します。 

 

―収録資料（例） ― 

• John Douglas、 “Judgement”、 

BBC Worldwide、 2014 

アメリカの若い死刑囚たちに取材
したドキュメンタリー。犯罪、裁
判、そして死刑執行に焦点をあて、
正義と生存権について問いかけま
す。 

• テネシーBrushy  Mountainの刑務
所外観写真（1920年代~30年代） 

• 囚人労働と被服産業についてのA. 

Kummerからアメリカ大統領への
書簡（1933年）など 

 

契約形態：恒久アクセスライセンス
契約（ご購入時に発生する買切価格
の他、１年目より毎年サービス維持
料 金がかかります） 

同時アクセス無制限、印刷・ダウン
ロード可 
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 （犯罪学、刑法、アメリカ社会） 



このアーカイブは、世界規模の様々な問題に関する資料を収録する、 

Global Issues Library 世界規模の重要問題 研究アーカイブ のシリーズの一部です。 

 

Global Issues Libraryシリーズ 
※シリーズを一括提供する年間購読プランもございます。 

 個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

移民・国境 研究アーカイブ Border and Migration Studies Online 

19世紀から21世紀にかけての世界30か所以上の国境地域と移民に関する資料を収録。
過去の国境と移民問題を知ることで、現代の数々の難民危機を正しい文脈に位置づける
のに役立ちます。  

 

人権研究アーカイブ：1900-2010年のジェノサイド Human Rights Studies Online 

1900年から2010年に世界で起きたジェノサイドに関する資料を収録。歴史的背景から、
実態、国際的な反応、加害者の訴追、処置を経て再建に至るまでの全体像を、複数の視
点から証言。 

 

安全保障研究 アーカイブ Security Issues Online 

テロ、サイバーセキュリティ、諜報など、現代のきわめて重要な30以上の国際的な安全
保障問題を知るために役立つ資料を収録します。 

 

環境問題 研究アーカイブ Environmental Issues Online 

気候変動、水・大気汚染、生物多様性などの重要な環境問題に関する資料を収録。各々
の事例を歴史的な文脈に位置づけ、多角的かつ創造的な解決策を生む学際的な対話を促
す資料集成です。 

 

革命と抗議運動 研究アーカイブ Revolution and  Online 

世界の革命運動に関する一次史料や運動の背景を伝える資料を収録。各運動の起源、目
標、方法、成果および挫折を証言する資料を収録します。 

 

工学失敗事例 アーカイブ Engineering Case Studies Online 

福島、チェルノブイリ、航空機墜落など、現代の重要な工学上の失敗を詳細かつ科学的
に分析するために必要な資料を収録。体系的に収集するのが難しい資料を、専門家と提
携して収集・編纂しています。 

 

大量投獄・刑務所 研究アーカイブ Mass Incarceration and Prison Studies 

世界の大量投獄と刑務所の問題を研究するのに役立つ資料を収録。大量投獄の世界的傾
向と、アメリカをはじめとする国々の刑務所のインフラ施設を調査するのに役立ちます。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 

デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 

販売総代理店  

mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp

