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平成 22年 3 月１日作成 

平成 23年 9 月 1日改訂 

 

 

パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した  

 「情報探索の道しるべ」です。 

 

◎ 戦前の日本では、出版法・新聞紙法などの法令に基づき、主に内務省を所管官庁として、あらゆる出版物

が検閲を受けていました。このパスファインダーでは、千代田図書館の蔵書を中心に、戦前日本の出版物検閲

制度について知るための情報源を紹介します。 

 

1.【情報探索のキーワード】 

◎ 効率的な情報検索には、適切なキーワードが重要です。 

調べたい事項から類推されるキーワードを、様々に組み合わせて検索します。 

柔軟に発想し、各キーワードの同義語・類義語にも目を配ると効果的です。 

 

Ex. 戦前日本の出版物検閲に関するキーワード 

 

 

 

2.【基本的な情報源】 

◎ 意味が分からない言葉が出てきたときやキーワードを探したいときは、まず百科事典を調べてみましょう。

千代田図書館には、以下の百科事典があります。 

 

● 百科事典 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『世界大百科事典』改訂版（全 31巻） 

 （平凡社、2005年） 

R031 105737787 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本大百科全書』（全 25巻） 

 （小学館、1984年） 

R031 100049618 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

● “Japan Knowledge” オンラインデータベース 

百科事典・辞書・学術サイト URL などを一括して検索できるデータベースです。 

百科事典として『日本大百科全書』、人名事典として『日本人名大事典』が収録されています。 

 

検閲 発禁 発売頒布禁止 伏せ字 切り取り 出版警察 納本制度 

内務省 警保局 図書課 検閲課 情報局 出版法 出版条例 新聞紙法 新聞条例 

言論 出版 思想 信条 信教 情報 報道 ジャーナリズム マスメディア 自由 統制 弾圧 取締 

出版史 メディア論 近代 近現代 明治 大正 昭和 戦前 歴史               など 

戦前日本の出版物検閲制度について調べる 
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◎ 専門用語をより深く知りたいときは、それぞれの分野の専門事典類を調べます。 

出版物の検閲は、出版、ジャーナリズム、メディア、歴史、法律、政治、行政、社会など、様々な分野に 

関わる現象です。各分野について、千代田図書館で利用できる基本的な参考図書を紹介します。 

 

● 出版・ジャーナリズム・マスメディア 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『出版事典』 

 布川角左衛門編（出版ニュース社、1971 年） 

出版業 / 023 130238793 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『出版人物事典 明治 ― 平成 物故出版人』 

 鈴木徹造（出版ニュース社、1996 年） 

出版業 / 023 130243066 出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『日本出版関係書目』1868-1996 

 布川角左衛門監修（日本エディタースクール出版部、2003年） 

出版史 / 023 105442420 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『日本出版百年史年表』 

 （日本書籍出版協会、1968 年） 

出版史 / 023.1 101226058 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『日本出版文化史事典 トピックス 1868-2010』 

 （日外アソシエーツ、2010 年） 

出版史 / 023.1 130336860 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『ジャーナリズム用語事典』 

 B. フランクリンほか（国書刊行会、2009年） 

R070.3 130218704 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『表現の自由と検閲を知るための事典』 

 インデックス・オブ・センサーシップ編（明石書店、2004年） 

R316.1 130528334 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『メディア用語を学ぶ人のために』 

 渡辺武達ほか編（世界思想社、1999年） 

R361.4 130506686 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『メディア用語基本事典』 

 渡辺武達ほか編（世界思想社、2011年） 

R361.4 130368558  千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

● 日本史・日本近代史 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『国史大辞典』（全 15 巻） 

 （吉川弘文館、1979-1997 年） 

R210 101016335 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『日本史大事典』（全 7巻） 

 （平凡社、1992-1994年 ） 

R210 100673862 

（第１巻） 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『近代史必携』 

 （吉川弘文館、2007 年） 

R210.6 105686505 千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

● 法律 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『有斐閣 法律用語辞典』第 3版 

 （有斐閣、2006年） 

R320.3 105946586 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『法律学小辞典』第 4 版補訂版 

 金子宏ほか編（有斐閣、2008 年） 

R320.3 130537095 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『旧法令集』 

 我妻栄ほか編（有斐閣、1968 年） 

R320.9 101337723 千代田・参考図書 

（禁帯） 
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● 政治・行政・社会 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『現代政治学事典』 

 （ブレーン出版社、1991年） 

R310.3 130503139 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『政治学事典』縮刷版 

 猪口孝ほか編（弘文堂、2004 年） 

R310.3 130662661 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『事典昭和戦前期の日本 ― 制度と実態』 

伊藤隆監修・百瀬孝著（吉川弘文館、1990 年） 

R312.1 130472426 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『戦前期日本官僚制の制度・組織・人事』 

 秦郁彦（東京大学出版会、1981 年） 

R317.2 101489466 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『明治官制事典』 

  朝倉治彦編（東京堂出版、1969 年） 

R317.2 101153351 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『社会学事典』 

 見田宗介ほか編（弘文堂、1988 年） 

R361 130611957 千代田・参考図書 

（禁帯） 

『新社会学辞典』 

 森岡清美ほか編（有斐閣、1993 年） 

R361 100696566 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

『大衆文化事典』 

 石川弘義ほか編（弘文堂、1991 年） 

R361.5 100206945 

 

千代田・参考図書 

（禁帯） 

 

 

3.【図書を探す】 

◎ 館内所蔵を探す 

● テーマの棚に行って探す 

図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、請求記号の最初の数字を参考に同じ主題の本を探すことが 

できます。 

また、千代田図書館には、出版史や出版業界の概要を知るのに役立つ図書を集めた「出版にまつわる本棚」 

があります。戦前の出版物検閲に関するものは、「出版史」の「検閲・言論統制」のカテゴリーにまとめら

れています。 

 

<関連分野の分類記号> 

023 出版 316.1 国家と個人：言論・出版の自由 

023.8 出版と自由. 出版倫理. 発禁本. 検閲 317.2 行政組織. 行政機構 

070 ジャーナリズム. 新聞 317.7 警察. 公安 

070.1 報道・新聞に関する法令. 検閲 326.8 刑事特別法  / 治安立法：治安維持法 

210.6 日本史 ― 近代 361.4 マスコミュニケーション. マスメディア 

210.7 日本史 ― 昭和・平成時代  など 

(『日本十進分類法』新訂 9 版 [1995 年] に基づく) 
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<図書館で所蔵している図書・開架（一例）> 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『覚書 昭和出版弾圧小史』 

 畑中繁雄（図書新聞、1977 年） 

出版史 / 023.8 105144257 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『検閲と文学 ― 1920年代の攻防』 

 紅野謙介（河出書房新社、2009 年） 

出版史 / 023.8 130253644 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『定本発禁本 ― 書物とその周辺』 

 城市郎（平凡社、2004年） 

出版史 / 023.8 105457006｡ 出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『風俗壊乱 ― 明治国家と文芸の検閲』 

 ジェイ・ルービン（世織書房、2011年） 

出版史 / 023.8 1000014058 出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『マス・メディア法政策史研究』 

 内川芳美（有斐閣、1989年） 

出版史 / 070.1 130625163 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『新聞検閲制度運用論』 

 中園裕（清文堂、2006年） 

出版史 / 070.1 130220064 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『戦時統制とジャーナリズム ― 1940年代メディア史』  

 吉田則昭 （昭和堂、2010 年） 

出版史 / 070.2 130295868 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『表現の自由』I 理論と歴史 

 奥平康弘（有斐閣、1983年） 

出版史 / 316.1 130510381 

 

出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『現代史資料』40, 41 マスメディア統制 1, 2 

 内川芳美解説（みすず書房、1973 年 & 1975 年） 

210.7 / ゲ 101206563 

101206571 

千代田・開架 

（貸出可） 

『内務省の歴史社会学』 

 副田義也編（東京大学出版会、2010年） 

317.2 130318413 千代田・開架 

（貸出可） 

『メディア学の現在』改訂版 

 岡満男ほか編（世界思想社、1997 年） 

361.4 130506603 千代田・開架 

（貸出可） 

 

◎ 千代田区立図書館蔵書検索で探す 

千代田区立図書館の蔵書は、OPAC (オンライン蔵書目録) によって検索できます。 

OPAC は、図書館内の専用端末のほか、千代田区立図書館のホームページからも利用できます。 

 

● 千代田区立図書館ホームページ 蔵書検索 インターネット

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh 

 

<図書館で所蔵している図書・閉架（一例）> 

 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『出版警察概観』復刻版 全 3巻 

 内務省警保局編（不二出版、1988 年） 

023.8/ﾅ 340/1 

（第 1巻） 

130652753 

（第 1巻） 

千代田・閉架 

（禁帯） 

『出版警察関係資料 解説・総索引』 

 由井正臣ほか（不二出版、1983 年） 

023.8/ﾅ 340/別冊 

 

130652720 

 

千代田・閉架 

（禁帯） 

『改正出版法並新聞紙法の実際智識』 

 成田総一郎（自治刊行社、1935 年） 

070.1 / ﾅ 596 / 1 105178453 千代田・閉架 

（禁帯） 

『内務省史』全 4巻 

 （大霞会、1970-1971年） 

317.2 / ｵ 70 / 1-1 

（第 1巻） 

101489714 

（第 1巻） 

千代田・閉架 

（禁帯） 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh
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4.【雑誌記事・論文を探す】 

◎ 雑誌記事・論文索引データベース 

●「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC）インターネット  http://opac.ndl.go.jp/ 

国内で刊行された学術雑誌、紀要などに掲載された論文検索可能。 

 

●「CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ」インターネット オンラインデータベース 

http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop# 

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索し、検索された 

論文の引用文献情報や、本文を参照したりすることが可能。 

 

5.【新聞記事を探す】 

 ここでは、昭和戦前期以前の新聞記事の調べ方をご紹介します。 

◎ オンラインデータベース 

●「ヨミダス歴史館」オンラインデータベース 

      読売新聞の創刊号（1874 年）以来の記事・広告が、紙面イメージで検索・閲覧できます。 

 

●「聞蔵 II ビジュアル」オンラインデータベース 

       朝日新聞の創刊号（1879 年）以来の記事・広告が、紙面イメージで検索・閲覧できます。 

 

◎ WEB 上の情報源 

●「神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ 新聞記事文庫」インターネット  

         http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html 

     神戸大学経済経営研究所によって作成された明治 45 年から昭和 45 年までの新聞切抜資料。 

     商業経済関連記事を中心としており、WEB 上では昭和 18 年までの記事の検索・閲覧が可能。 

 

 

6.【その他の情報】 

  ◎ 内務省委託本 

千代田図書館は、内務省で実際に検閲業務に用いられた原本約 2,300 冊を所蔵しています。これは、 

昭和初期に内務省から東京市立（当時）の主要図書館 4 館に寄託されたものの一部で、「内務省委託本」と 

通称されています。発禁本は含まれませんが、検閲係官のコメントや業務印が残されているものがあり、 

当時の検閲業務の痕跡をとどめる貴重な史料です。（* 閲覧には事前申込が必要です。） 

 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/valuable.html 

 

<千代田図書館所蔵「内務省委託本」関連文献> 

資料情報 分類記号 資料 ID 配置場所 

『千代田図書館蔵「内務省委託本」関係資料集』 

 （千代田区立千代田図書館、2011 年） 

出版史 / 023.8 130672256 出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

浅岡邦雄「検閲本のゆくえ ― 千代田図書館所蔵 

『内務省委託本』をめぐって」 

 （『中京大学図書館学紀要』29 号、2008 年）pp. 1 - 21 

出版史 / 023.8 105178453 出版にまつわる本棚 

(禁帯) 

『千代田図書館八十年史』 

 （千代田区、1968年） 

016.2 / ﾄ 239 / 1 101222883 千代田・開架 

（貸出可） 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/valuable.html


6 

 

 ◎ 類縁機関 

  ● 国立国会図書館  http://www.ndl.go.jp/jp/data/kensei_shiryo/index.html 

   〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1  電話：03-3581-2331（代表） 

   ◎ 戦前の発禁本（戦後 GHQ に接収されたものを含む）や、「内務省交付本」（内務省に検閲のため 

納本されたのち旧帝国図書館に交付された図書) を所蔵しています。 

 

    ● 国立公文書館 http://www.archives.go.jp/index.html 

      〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 3 番 2 号    電話：03-3214-0621（代表） 

   ◎ 内務省作成の公文書（検閲関連含む）を所蔵しています。一部は WEB 上から閲覧可能です。 

 

 ◎ WEB 上の情報源 

  ● 国立国会図書館 ホームページ  

◎ リサーチ・ナビ 

・「国立国会図書館所蔵の内務省交付本」 

       http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100046.php 

     

・「発禁本」http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100015.php 

 

    ・Japanese Government Documents and Censored Publications: Government Documents 

          （日本の政府文書及び検閲出版物 [政府文書]） http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/JGD.php 

 

    ・「参考書誌研究」     http://rnavi.ndl.go.jp/bibliography/ 

           国立国会図書館発行の調査研究に関する専門誌『参考書誌研究』本文を、PDF で公開しています。 

      戦前の出版物検閲について、以下の掲載論文が WEB 上で閲覧できます。 

 

・大滝忠則「戦前期出版警察法制下の図書館 ― その閲覧禁止本についての歴史的素描」 

(2 号、1971 年) 

       ・大滝忠則・土屋恵司「帝国図書館文書にみる戦前期出版警察法制の一側面」(12 号、1976 年) 

       ・田中久徳「旧帝国図書館の和雑誌収集をめぐって ― 『雑誌』メディアと納本制度」 

(36 号、1989 年) 

       ・大塚奈奈絵「受入後に発禁となり閲覧制限された図書に関する調査 ― 戦前の出版法制下の 

旧帝国図書館における例」(73 号、2010 年) 

 

   ◎ ミニ電子展示「本の万華鏡」 

    ・「第 65 回常設展示 発禁本－50 年前は読めなかった本－」 

       http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/post-51.php 

    ・「第 135 回常設展示 戦時下の出版」 

       http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/jousetsu135.php 

 

◎ 図書館員の方へ 

    ・「資料紹介(2) ― 乙部図書・発禁図書について」 

       http://www.ndl.go.jp/jp/library/news/1187926_1484.html 

 

 

作成：千代田区立千代田図書館サービス部 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/kensei_shiryo/index.html
http://www.archives.go.jp/index.html
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100046.php
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100015.php
http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/JGD.php
http://rnavi.ndl.go.jp/bibliography/
http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/post-51.php
http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/jousetsu135.php
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