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【１.はじめに 『占領期の雑誌・新聞情報 1945-1949』】
第二次世界大戦後、日本を占領した連合軍総司令部(GHQ)が占領政策の一環として行ったメディア検閲の
結果として民間検閲局（CCD）に保管していた資料がある。これら 1945 年から 1949 年を中心にしたおびた
だしい数の出版物は、その重要性を認識し保存に尽力した大学教授の名前からプランゲ文庫と命名され、
現在は米国メリーランド大学図書館に収蔵されている。
本データベースは、プランゲ文庫の全雑誌 13,787 誌の、全号表紙・目次等から著者名、記事・論文タイ
トル名、本文小見出し、分類番号、検閲に関する情報、巻号、発行所（出版者）、発行年月日、発行地など
の情報を入力しデータベース化した。
また、同所蔵の新聞のうち、日本新聞協会（当時）加盟主要紙全記事の、見出し、記事冒頭 100 字（リ
ード部分がある場合はリードのみ）、人名、国名、地名、写真の有無（ある場合はキャプション）、掲載紙
名、掲載日、発行形態（朝刊・夕刊・附録・号外）情報、広告（広告主、商品名）についてもデータが収
録されている。

〔記事レコード数：雑誌 1,964,900／新聞 1,261,280

合計 3,226,180 レコード〕

【２.データベースの特徴】
「簡易検索機能」「詳細検索機能」の二つの検索機能と、①請求番号②分類番号③都道府県番号による
「一覧表示機能=ブラウズ機能（雑誌のみ）」を組込み、初心者から研究者までのニーズに応えられるシ
ステムとなっています。

【３.ログイン】
IP アドレス認証による機関契約ユーザーは特にログインの必要はありません。下記よりお入りください。

http://20thdb.jp/top/

【４.簡易検索】

上記、検索ボックスにキーワードを入れて〔検索〕ボタンを押してください。キーワードが以下のいず
れかの項目にヒットした場合、その記事が表示されます。
記事タイトル, 掲載紙誌名, 発行者, 発行地, 雑誌ジャンル(雑誌), 本文小見出し(雑誌),
執筆者(雑誌), リード(新聞・一般記事), 記者名(新聞・一般記事), 事著者名(新聞・特殊記事)
商品名(新聞・広告), 広告主(新聞・広告)
また、検索演算子として以下のものがご利用いただけます。
“ “（スペース）

AND

例：アメリカ マッカーサー
“OR” あるいは “or”

OR

両側のキーワードを含む
→ アメリカとマッカーサーを共に含む記事
両側のキーワードのいずれか一方（または両方）を含む

例：アメリカ OR マッカーサー → アメリカとマッカーサーいずれかを含む記事すべて
“-“（マイナス）

NOT

例：アメリカ -マッカーサー

後ろにくるキーワードを含まない
→ アメリカを含む記事、ただしマッカーサーを含むものは除く

【５.結果一覧】
検索でヒットした記事の数
現在表示されている件数
以下の項目による昇順/降順
による並べ替え
◆ 掲載紙（誌）名
◆ 見出し記事タイトル
◆ 執筆者
◆ 発行日
◆ 請求番号（ID 番号）
再検索【簡易検索のみ】
ページの移動
（ページ指定、
〔次の 50 件〕）
記事情報の簡易表示
雑誌をあらわす
新聞をあらわす
記事タイトル
詳細結果 (記事の詳細情報)
へのリンクになっています。
詳細検索へ【詳細検索のみ】

【６.詳細結果】
結果一覧の記事タイトルをクリックすると記事の詳細情報が表示されます。また、〔このページを印刷
する〕をクリックすると、この詳細結果を印刷できます。

〔詳細結果の各項目の内容〕
記事タイトル

記事のタイトル。雑誌ではグラビア頁、色刷り、カット、表紙、段下記事などについても目次に掲載され
ている場合は１つの記事として扱う。新聞・一般記事では見出し(複数ある場合はすべて。またその場合
段数の上位さらに同段では右を優先)、新聞・特殊記事では題名と連載の場合はその回数。広告では商品
名。また記事はあるものの、記事タイトルが確認できない場合は“＿”で示す。

掲載紙名

雑誌・新聞タイトル。 〔補遺のみ：“タイトル タイトル番号“で表示〕

請求番号

メリーランド大学と国会図書館が作成した『プランゲ文庫コレクション・マイクロ版』でタイトルごとに
付けられた番号。マイクロ版の利用の際はこの請求番号を参照のこと。

発行者

発行所。

編集者

編集者。

掲載年月日

記事の掲載年月日。なお年月日不明の場合は"0"で表現。

発行地

発行された都道府県名、あるいは都市名。

編輯地

編集された都道府県名、あるいは都市名。

巻号

掲載紙（誌）の巻号。 〔補遺のみ：“内容 補遺フィッシュ番号*／56 “で表示〕

ページ

記事のあるページ。複数のページにまたがる場合は～で表示。なお、マイナス「-」は裏表紙から始まる
ページ/挟み込み広告を、ゼロ「0」は表紙裏/目次開始前の巻頭写真を表す。

検閲の有無

検閲の有無。

本文検閲

Suppress：公表禁止、Delete：一部削除、Hold：保留、Other：上記のいずれにも属さないが何らかの書
き込みが認められる。

ゲラ・原稿の有無

ゲラ・原稿の有無

【雑誌】
雑誌分類

国立国会図書館の分類番号、小冊子分類は国立国会図書館とメリーランド大学が合同で作成したもの。

雑誌ジャンル

上記「雑誌分類」に対応する具体的な分野。

フィッシュ総数

雑誌タイトル全体のマイクロフィッシュ枚数。〔補遺のみ：0 と表示します〕

補遺の有無

補遺資料（ひととおり撮影後に発見され、追加として収録された資料〔フィッシュ 56 枚分〕
）の有無と補
遺番号。

本文小見出し

雑誌記事の小見出し（記事目次等）。

執筆者

記事執筆者。

雑誌細目(雑誌名 B) 雑誌誌名に関連した情報（マイクロ版にて確認できたもの）。
副題等

〔ゴードン・W・プランゲ文庫雑誌/新聞目録〕に掲載された副題・欧文名 / 改題・継続等。

【新聞】
記事種別

一般記事、広告、特殊記事（論説、小説、俳句、コラム、投書、社告など）。

紙面位置

紙面内のおおよその位置を表す。

記事 ID

新聞紙面 1 ページ内の記事に、通し番号を振ったもの。おおむね下記の紙面位置内 A から広告へと数える。
なお次のものは対象から外してある。天気予報、株式相場、ラジオ欄、スポーツの試合結果を中心とした
記事、囲碁将棋、クイズやゲームの記事、官公庁の異動。

リール番号

マイクロリールの番号。

コマ番号(整理番号) マイクロリールのコマ番号。
【一般記事】
リード

リード。またはリードがない場合、記事冒頭 100 字。

記者名

記事記者名。

人名・会社名

記事中の人物名 5 名まで。人名がない場合、会社名、役所名などの固有名詞を 5 個まで。

写真の有無

写真、地図、図版の有無。

写真キャプション

写真、地図、図版のキャプション。

特記事項

そのほか特記事項。

【特殊記事】
事著者名

著者。

挿絵画家等

挿絵の場合その画家名。

特記事項

そのほか特記事項。

【広告】
商品名

広告の商品名 1 点のみ。 ただし、次のものは対象から外す。宝くじ当選広告、名刺広告（祝賀等）、本文
換算にした場合、1 段 5 行以下のもの（2 段にわたる広告の場合は同じく 3 行未満のもの）
。

広告主

広告主。会社名、組織名、個人名のいずれかひとつ。

【７.詳細検索】
〔詳細検索画面へ〕をクリックしてください。

以下の画面が表示されます。
〔検索対象を選択〕
検索の対象となるデータを
チェックボックスで選びま
す。
◆ 全て
◆ 雑誌
◆ 新聞・一般記事
◆ 新聞・特殊記事
◆ 新聞・広告
複数選択可能です。初期状態
では全てが選ばれています。
〔検索内容を選択・入力〕
検索の対象となる項目にキ
ーワードを入力してくださ
い（すべて入力する必要はあ
りません）。
各条件が AND 検索され、一
致するものが選ばれます。
〔検索演算子〕
簡易検索と同様、各項目で
“ “（スペース）
= AND
“OR” あるいは “or” = OR
“-“（マイナス）
= NOT
がご利用いただけます。

雑誌ジャンル：
国立国会図書館の分類番号「雑
誌分類」に対応する具体的な分
野。（例：政治学、婦人誌等）

広告：
新聞における下段の広告。商
品名あるいは広告主が対象
となります。

発行年月：1945 年 1 月～1950 年 12 月までの任意の期間を選んでください。
※1945 年 5 月の記事だけを対象としたい場合[1945 年 5 月から 1945 年 5 月まで] としてください。

検閲の有無：記事本文に GHQ 検閲官による書き込みがあるもの/ないものを
選択できます。
ソート順：結果表示の順番をあらかじめ指定できます。
◆ 掲載紙（誌）名 ◆ 見出し記事タイトル ◆ 執筆者 ◆ 発行日
◆ 請求番号（ID 番号）の昇順/降順。なお、結果一覧画面でも並べ替え可能。

項目を選択・入力したら中央・下部の二箇所にある〔この内容で検索する〕
をクリックしてください。結果一覧が表示されます。

リード（新聞）：
新聞におけるリード。またはリ
ードがない場合、記事冒頭 100
字。

本文小見出し（雑誌）
：
雑誌記事における小見出し（記
事目次等）。

雑誌分類（雑誌）
：
国立国会図書館の分類番号.
（例：ZA02、ZW06 等）

【８.一覧表示（ブラウズ）】（今のところ雑誌データのみ対応）
〔一覧表示画面へ〕をクリックしてください。

左側の画面が表示されます。
ツリー構造のリンクを辿って
下さい。

【８－１ ツリー】
◆ 請求番号順（アルファベット順）
請求番号順の表示（タイトルの読みの頭文字順 A→Z までと補遺資料からなります）。
〔クリック〕 → A～Z, Za=原稿ゲラのみのタイトル, Zb=補遺資料 →〔雑誌タイトル一覧〕
◆ 分類番号順
国会図書館の分類番号による表示。
〔クリック〕 → 大分類一覧（16 種類）→ 小分類一覧（2～70 種類） →〔雑誌タイトル一覧〕
◆ 小冊子分類順
プランゲ文庫の特徴である膨大な小冊子を分類毎に表示。
〔クリック〕 → 小冊子番号一覧（26 種類）→〔雑誌タイトル一覧〕
◆ 地域番号順（都道府県番号順）
出版地の都道府県番号順による表示（東京都のみ請求番号順の表示と複合されています）。
〔クリック〕 → 都道府県番号一覧（45 道府県+東京都 A～Z） →〔雑誌タイトル一覧〕

【８－２ 雑誌タイトル一覧】
上記リンクを辿ると、雑誌タイトル一覧が表示されます。請求番号/分類番号/発行地ごとのリストです。
タイトルごとの請求番号・誌名・出版社・出版地・フィッシュ数が一覧できます。請求番号順（タイト
ルの読みの頭文字順）に並んでいますので、ご希望のタイトルをクリックしてください。

【８－３ 雑誌タイトル詳細・結果一覧】
雑誌の書誌情報が表示されます。以下の内容を示します。
〔このページを印刷する〕をクリックすると、
この雑誌タイトル詳細を印刷できます。
請求番号

メリーランド大学と国会図書館が作成した『プランゲ文庫コレクション・マイクロ版』でタイ
トルごとに付けられた番号。マイクロ版の利用の際はこの請求番号を参照のこと。

フッシュ総数

そのタイトル全体のマイクロフィッシュ枚数です。 〔補遺のみ：0 と表示します〕

掲載誌名

タイトル・サブタイトル 〔補遺のみ：“タイトル タイトル番号“で表示〕

発行者

発行所。

発行地

発行された都道府県名、あるいは都市名。

都道府県番号

都道府県番号（北から 1 となり南下する）
。

巻次・年月次

マイクロ版の所蔵巻次年月次。〔補遺のみ：“内容 補遺フィッシュ番号*／56“ で表示〕

分類１,分類２

国立国会図書館の分類番号による。

小冊子分類

国立国会図書館とメリーランド大学が合同で作成したもの。

検閲の有無

雑誌本体または CCD 文書の一箇所以上に書き込みがあるものは"x"で示す。

ゲラ・原稿の有無

マイクロ版にゲラ・原稿が含まれるか否か。

ローマ字

ヘボン式ローマ字読み。

リンク〔このタイトルの記事を一覧〕をクリックすると、【検索】の結果一覧と同等のものが表示され
ます。内部的には詳細検索で、”記事タイトル”を指定した検索結果と同じものです。
〔結果一覧〕→〔詳
細結果〕と辿ることが可能です。

９.用語解説
請求番号
請求番号とはメリーランド大学と国会図書館が作成した『プランゲ文庫コレクション・マイクロフィッシ
ュ版』でタイトルごとに付けられた番号です。マイクロ版の利用の際はこの請求番号を参照してください。
分類
新聞・雑誌の分類記号および分類項目は、国立国会図書館に保存するマイクロフィッシュの分類番号を表
示しています。雑誌ジャンルには『日本占領期検閲雑誌（メリーランド大学図書館ゴードン・W・プラン
ゲ文庫所蔵）1945 年～1949 年（昭和 20 年～昭和 24 年）―マイクロフィッシュ版-五十音順目録付・分類
別索引』（1996 年）における分類をメリーランド大学と国立国会図書館の許可を得て掲載しました。同じ
く新聞については『メリーランド大学図書館ゴードン・W・プランゲ文庫新聞目録』を使用しています。
雑誌
グラビア頁、色刷り、カット、表紙、段下記事などについても、目次に掲載されている場合は１つの記事
として扱いました。さらに、記事タイトル、執筆者（所属や肩書きの情報があった場合は〔 〕で表示）、
検閲情報については目次と本文それぞれから情報を収録し、不正確な表現による本文との不一致という問
題をクリアしました。発行地は、出版者、出版社、発行所、発行人、編集人、印刷人のいずれか記載のあ
ったものの所在地を収録しました。
雑誌・小冊子
各種小冊子、機関誌、同人誌、個人誌です。プランゲ文庫のもっとも特徴的な部分です。小冊子の分類は
国立国会図書館とメリーランド大学が合同で作成したものです。
雑誌・補遺資料
雑誌マイクロフィッシュをひととおり撮影した後に発見され、追加として収録された資料〔フィッシ
ュ 56 枚分〕です。この部分のみ例外的に一枚のフィッシュに複数のタイトルが含まれています。
新聞・一般記事
見出しについては、複数ある場合はすべて入力しています。その場合、それぞれの見出しの始まる段数の
上位順、同段の場合は右優先となっています。またリードは記事の最初の一部分（50～80 字ぐらいで切り
の良い箇所まで）を収録しています。また、人名は 5 名まで記録しています。なお、人名がない場合は、
会社名・役所名などの固有名詞を選んでいます。
新聞・特殊記事
論説、小説、俳句、投書などです。ただし、天気予報、株式相場、ラジオ欄、スポーツの試合結果を中心
とした記事、囲碁将棋、クイズやゲームの記事、官公庁の異動は除いています。見出しとして、題名、連
載の場合はその回数（数字、上中下など）を記録しています。
新聞・広告
商品名（1 点のみ）
、広告主（会社名、組織名、個人名のいずれかひとつ）を収録しています。ただし、宝
くじ当選広告、名刺広告（祝賀等）、本文換算にした場合 1 段 5 行以下のもの（2 段にわたる場合は同じく
3 行未満のもの）は除いています。
検閲
検閲の際の書き込みが認められる場合、記事ごとに書き込みの有無を情報として収録しています。とくに
詳細表示画面では書き込みの内容を次のように表示し、どの記事にどのような検閲がおこなわれたのかを
確認できるようにしてあります。
〔※Suppress：公表禁止 ※Delete：一部削除 ※Hold：保留 ※Other：
上記のいずれにも属さないが何らかの書き込みが認められる〕
字体
仮名遣いは原本どおりに収録されています。漢字については、原則として新字を採用しています。ただし、
執筆者名に関しては、ＪＩＳ第１水準および第２水準の旧漢字で表現できるものは旧字体で表現し、表現
できない字については異体字もしくは新字に置き換えています。いずれの方法でも表現できない場合は〓
で表しています。なお、検閲による書き込みや汚れなどで判読出来ない文字は■で表しています。
未採録
データベースには、主に次の理由で未採録の記事があります。(1)作業の元にしたマイクロフィッシュの
状態が悪く、黒ずみ、かすれ、汚れなどで、原文が読み取れない場合。(2)表紙、目次、奥付が無く、記事
データの採録が難しかった小冊子の場合。

