
創刊号以降のNational Geographicを原本に忠実にフルカラーで再現し、
ナショナル・ジオグラフィック協会の地図、書籍、画像、動画も搭載
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画 像

動 画

ジャレッド・ダイヤモンド
『世界をつくった 1,000の出来事』

ポール・ニックレン『極地への偏愛』

インド、ジャイプルの女性

砂嵐の中を進むライオン

黄昏時のグランドキャニオン

日が没する中、ギザのピラミッドの前を
駱駝で移動するベドウィン

カーニヴァルの衣装に身を包むベネチアの女性

タイタニック号の艦首部分

ナレーションは文字起こしされています。文字
起こしされたテキストは検索が可能です。また、
ナレーションの字幕表示も可能です。

ナンシー・ノールトン他
『海の市民』

プリンストン大の教授二人による
『宇宙を計測する』

ローランド・ジャクソン
『1,001の発明：イスラーム文明の不朽の遺産』
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National Geographic Virtual Library

検索語の関連語を視覚的に表
示する Term Cluster と単語や 
フレーズの出現頻度を時系列に
グラフ化する Term Frequency
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本データベースは、米国ナショナルジオグラフィック協会
の機関紙 National Geographic の創刊号（1888 年）からカレ
ントまで、同協会の旅行雑誌 National Geographic Traveler

（1984 年創刊）の 2010 年からカレントまでをフルカラーで
再現、フルテキスト検索を可能にしたものです。さらに、同
協会が発行する約 300 冊の書籍、同協会が所蔵する都市地
図、旅行ガイド用地図、探検用地図、行政地図、海底地図、
気象地図、海底プレート地図、人口地図など、約 1,300 点
のフルカラーの地図、動物、環境、世界の民族と文化、科学、
技術、旅行等に関する約 900 点の画像と約 400 本の動画も
搭載、世界最大級の非営利団体、ナショナルジオグラフィッ
ク協会の全貌が始めて明らかになります。
※ ナショナルジオグラフィック誌とナショナル・ジオグラ

フィック・トラヴェラー誌は2ヶ月のエンバーゴがあります。

科学と自然と社会の最前線へ誘う雑誌
一部の専門家を対象にした学術雑誌として創刊されたナ
ショナルジオグラフィック誌は、二代目会長アレクサン
ダー・グラハム・ベルによって全面的な刷新が図られました。
世界のあらゆる事象を対象とし、図版や写真を多用し、一
人称の文体を使うことで読者がまるで体験しているかのよ
うな感動と驚きを与えることを編集方針として掲げた結果、
同誌は学術雑誌から広範な知的大衆を読者とする科学啓蒙
誌への脱皮に成功、発行部数も飛躍的に伸びました。財務
的にも安定軌道に乗ったナショナルジオグラフィック協会
は、今度は、極地、遺跡、高山の調査探検のスポンサー活
動に乗り出します。調査探検活動の後援は、第二次大戦後
には、宇宙と深海という新しいフロンティアにも及びまし
た。協会がスポンサーになった探検は 7,500 件に上ります。
創刊以来、科学技術のポジティブな側面を伝えてきたナ
ショナルジオグラフィック誌は、1970 年代以降、環境破壊
や貧富の格差に社会が敏感になり始めた時代の変化を受け
て、環境汚染、人種差別、貧困、絶滅危惧種など、科学技
術と社会の暗部をも積極的に取り上げるようになります。狭
義の科学の枠を超えて、世界の事象全般（”The world and 
all that is in it”）を対象に据える同誌は、130 年以上に亘り、
米国はもとより、世界中の人々に知的刺激を与えてきました。

徹底した取材による本物の雑誌
ナショナルジオグラフィック誌は、予算に上限がないと言
われるほど、取材に多くの時間を費やしたことでも知られて
います。取材現場では夥しい数の写真が撮影され、その瞬
間その場で撮影した最高の写真が誌面を飾ります。読み易
さを追求し校正も繰り返し行われます。ナショナルジオグ
ラフィック誌を愛した作家、開高健は、「取材態勢の肉厚な

こと、大自然を相手に、取材現場にへばりつくような克明な
態度で人事を描き出すことなど、いい加減な原稿などひと
つもなくて、みな鋭い視点を持っている。……記事のよさ、
写真のよさ、文句なしに推薦できる、本当のリライアブル・
マガジンといえるだろう」（『世界の雑誌大研究』、講談社）と、
同誌を激賞しています。本データベースでは、徹底した取
材による本物の雑誌の魅力をじっくり堪能いただくことがで
きます。

高品質の写真や地図を高画質で再現
パキスタンの難民キャンプで撮影した少女の写真をはじめ、
ナショナルジオグラフィック誌には人々の記憶に残る珠玉
の写真が多く掲載されてきました。また、見ているだけで
楽しめる同誌の地図は精緻な地図であるという以上に、科
学技術から社会、歴史まであらゆる事象をマッピングする
ことで理解を助けるという発想が根底に横たわっています。
本データベースは、同誌の高品質の写真や地図を高画質で
再現、優れたビューワ機能を使って細部まで鑑賞すること
ができます。

雑誌の形態を取りつつも、保存性を追求
ナショナルジオグラフィック誌は当初は一年を通じて、
1914 年から 1989 年までは半年を通じて、ページ数の通し
番号が打たれていたように、合本して保存することを想定
した制作方針が取られていました。また、購読者も保管ス
ペースがなく困っていると、編集部に投書を送っていたこと
が明らかになっています。軽い読み物、読み捨ての雑誌と
いうイメージに反して、ナショナルジオグラフィック誌は、
雑誌という形態を取りつつも、書籍が持つ保存性を追求し、
読者もまた、そのようなものとして受け止めていました。本
データベースは、ナショナルジオグラフィック誌をはじめと
する同協会の刊行物とアーカイヴ資料の究極の保存版です。

比類のない教育用データベース
ナショナルジオグラフィック誌に出会ったことが写真の道を
志すきっかけになった写真家が少なくないように、同誌は学
生や若い人々の感性に訴えかける力を持っています。同誌
はまた、科学ジャーナリズムに興味のある学生にとっても、
示唆を与えてくれます。写真、地図、文体、どれをとって
も本物のナショナルジオグラフィク協会のコンテンツを搭
載する本データベースは、学生や若い人々を異なる文化や
知られざる世界や自然の驚異へと導く教育用データベース
としては、比類のないものです。

＜様々な機能＞
◆  ビューワ機能【ページ送り、拡大・縮小、輝度・コント

ラスト調整、全画面表示】
◆ 電子目次
◆  記事のブックマーク、書誌自動生成と書誌エクスポート、

メール送信、印刷

◆ 記事の自動読み上げ
◆ インターフェースは 34 ヶ国語に対応
◆ 個人アカウントを使った記事保存、タグ作成
◆ Term Clusters と Term Frequency

トップページ

検索結果表示画面 各号の表紙を一覧表示

検索語はハイライト表示

一字一句をフルテキスト検索
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珠玉の写真 － 探検、科学、技術、自然、動物、環境から、民族、文化、歴史まで

タイタニック号発見の記事 （December 1985）

写真家を仲間と思いペンギンの雛を与えようとするヒョウアザラシ
［写真：ポール・ニックレン］（August 2011）

シエラネバダにある樹齢 3,200年、 
高さ 75メールの巨大セコイアを撮影
した写真を合成したもの
［ 写 真：マ イケ ル・ニコル ズ ］
（December 2012）

バハマ諸島のアバコ島の海中洞窟を撮影した 3枚の写真を合成したもの
［写真：ウェス・スカイルズ］（August 2010）

倒したライオンの頭を咥えるライオン
［写真：岩合光昭］（May 1986）

飛行機の尾翼に据えられたカメラで撮影された着陸時の滑走路と空港周辺の街の照明
［写真：ブルース・デイル］（August 1977）

動物学者ジェーン・グドールに手を伸ばす子供のチンパンジー 
（December 1965）

ナショナル・ジオグラフィック協会がスポンサーになったパロマー天文台の
スカイ・サーヴェイのプロジェクトを紹介する記事 （December 1956）

社会の暗部をも取り上げ、ナショナル・ジオグラフィック誌の新しい方向性
を示したオハイオ州カヤホガ川の汚染の写真
［写真・ジェームズ・ブレア］ （December 1970）

日本の少女たち。ウィリアム・
チャンピが撮影したモノクロ 
写真に編集部の日本人絵師が
彩色を施したもの
（November 1911）

チャドリで身体を覆い隠すアフガニスタンの女性
［写真：トマス・アバークロンビー］（September 1968）

アフリカ、マリの干上がった湖から吹き寄せる砂に覆われた生後 8ヶ月の子供
［写真：ジョアンナ・ピネオ］（May 1998）

パプア・ニューギニアのキンミノフウチョウ
［写真：ティム・レーマン］（December 2012）



5 6

地図 － 歴史、民族、言語から文学、宇宙、動植物までマッピング

中国民族地図 （July 1980） 世界言語地図 （August 1999）

石器時代から先住民、スペイン人の征服、西部開拓を経て現代に至るアメリカ 
南西部の歴史地図。（November 1982）

第二次大戦中に制作されたドイツと周辺地域の地図。ドイツの主要な道路、 
鉄道、運河を示し、1インチ四方毎に地名を記した精緻な地図。米軍は 
2万枚をトラックや救急車の運転手の便宜を図って道路の交差点に置いた。
チャーチルやルーズベルトの執務室にも置かれ、戦後ドイツの分割もこの 
地図を用いて決められた。（July 1944）

シェイクスピアの戯曲の舞台 （May 1964）

月の表面全体を精緻に描いて見せた。
（February 1969）

戦争、著名人の足跡など主要な出来事
を赤字で記入した古代地中海沿岸地図 
（March 1940）

ナショナル・ジオグラフィック
協会のイラストレイター、ネッ
ド・サイドラーがUCLAのミ
ルフレッド・マサイアス植物学
教授の監修の下、作成した 117
種の花の原産地を表した地図。
（May 1968）

南北アメリカ大陸を移動
する渡り鳥を陸鳥、水鳥、
海鳥、渉禽類、猛禽毎に
移動経路を色分けして示
し、鳥を観察できる場所、
集結場所を詳細に示す。
（April 2004）

聖書の記述や同時代の出来事をプロット 
した地図を通してみる聖書の舞台。  
（December 1967）

1937年から 1945年のアジア太平洋地域の戦争に関して、日本軍の占領
地域の変遷、日本軍の占領日、連合軍の占領日、両軍の陸上兵站経路と海
上護衛経路、両軍の海軍基地、海戦の場所、両軍の空爆地、B29の基地、
陸戦の場所、戦艦が沈没した場所等、太平洋戦争を地図に描き尽くした。
（December 1991）


