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2016年、Galeはセクシュアリティとジェンダーに関する歴史資料をディジタル化し提供するシリーズArchivesofSexuality
andGenderというシリーズを始め、第1集として性的マイノリティの当事者（団体・個人）の資料を搭載するデータベー
スLGBTQHistoryandCulturesince1940をリリースしました。好評を博した第1集に続き、第1集に収録しきれなかった
資料を集め、シリーズ第2集としてLGBTQHistoryandCulturesince1940,PartIIが今年（2017年）リリースされました。

当事者の膨大な記録をディジタル化し、性的マイノリティの歴史に迫る画期的電子リソース
本データベース（第1集と第2集）は、アメリカのマタシン協会、ビリティスの娘たち、ゲイ活動家同盟、アクトアップ（力
の解放のためのエイズ連合）、イギリスのアルバニー・トラストなど、性的マイノリティの権利拡張運動において先導的役
割を果たした団体の発行物や内部文書、ヴェラ・ジャック・ホーム、フィリス・ライオン、デル・マーティン、ドナルド・
ステュアート・ルーカス、ホセ・サリア、ハーヴェイ・ミルク、バーバラ・ジッティングス、ランディ・バーンズ等の活動
家の文書、さらには新聞、雑誌、ニュースレター等の逐次刊行物を搭載します。同性愛（ゲイ、レズビアン）の記録だけ
でなく、両性愛（バイセクシュアル）やトランスジェンダーの記録も搭載されています。当事者の膨大な記録をディジタ
ル化した本データベースは、多くの国で同性愛が犯罪であった20世紀半ばから同性婚が法律上あるいは事実上認められ
るようになった21世紀初頭にかけての性的マイノリティの歴史に迫る画期的電子リソースです。

世界各国で発行された逐次刊行物約 1,500 タイトルを搭載
収録資料のハイライトは世界各国で発行された雑誌、新聞、ニュースレター等の逐次刊行物約1,500タイトルです。性的
マイノリティ全般をテーマとする発行物から、ゲイ、レズビアン、トランスジェンダーの各々に特化した発行物、映画、文
芸批評、芸術、アウトドアライフ、書評等の個別テーマ専門の刊行物、アフリカ系、ラテン系、アジア系、ネイティヴアメ
リカン系の人種的マイノリティ向けの発行物、共和党系、民主党系、リバタリアン党系、コミュニスト系、アナーキスト系
の党派性をもつ発行物、キリスト教系各宗派やユダヤ教系など宗派的な発行物まで広範囲に収録し、また、地域的にも米
国を中心に、カナダ、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、イタリア、デンマーク、ポーランド、ブルガリア、ラトヴィ
ア、ロシア、オーストラリア、ニュージーランド、インド、インドネシア、南アフリカ、ジンバブエ等、世界各国の発行物
をカバーする本データベースは、性的マイノリティの多様な経験を浮き彫りにします。

レズビアン／ゲイ・スタディーズ、トランスジェンダー・スタディーズ、 
クイア・スタディーズを牽引した人々が寄稿

性的マイノリティの歴史は権利拡張、差別撤廃の社会運動の歴史として展開されてきたとともに、社会学、政治学、歴史学、
心理学、教育学から文学、芸術、映画論、科学論まで、多様な領域における学問としても展開されてきました。そこでは、
性的マイノリティの経験の多様性を掬い上げるために様々な概念が彫琢されてきました。1990年代にはクイア・スタディー
ズが出るに及び、性的マイノリティに関する学問は社会と文化を読み解く新たな視点を獲得しました。本データベースに
収録される発行物には、レズビアン／ゲイ・スタディーズ、トランスジェンダー・スタディーズ、クイア・スタディーズを
牽引した多くの人々が寄稿しています。これらの記事は、20世紀末から21世紀にかけて世界的な規模で学問的に検討さ
れているジェンダーとセクシュアリティの問題群をさらに掘り下げる機会を提供します。

《収録刊行物の主要寄稿者》
 ジョージ・ワインバーグ  ジル・ジョンストン  リサ・ドゥガン
 イヴリン・フッカー  オードリ・ロード  ヴィト・ルッソ
 デニス・アルトマン  ボニー・ジマーマン  リチャード・ダイアー
 サイモン・ワトニー  パット・カリフィア  B.ルビー・リッチ
 ジェフリー・ウィークス  ハリー・ベンジャミン  ジェフリー・エスコフィア
 ジョナサン・カッツ  ヴァージニア・プリンス  フェリー・モラガ
 ジョージ・チョーンシー  ケイト・ボーンステイン  グロリア・アンザルデュア
 ジョン・デミリオ  レスリー・ファインバーグ  ミシェル・フーコー
 マイケル・ブロンスキ  シンディ・パットン  ギイ・オッカンガム
 リリアン・フェダマン  バリー・アダム  モニック・ウィティッグ
 アドリエンヌ・リッチ  ゲイル・ルービン  ハリー・オーステルハイス
 ケイト・ミレット  ジュディス・ハルバーシュタム  ヤン・ウィレム・ドイフェンダック
 ティ=グレース・アトキンソン  ミケランジェロ・シニョリレ  マリオ・ミエリ
 シャーロット・バンチ  マイケル・ワーナー
 リタ・メイ・ブラウン  ハリエット・マリノウィッツ
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データベースの概要
収録資料：  書籍・パンフレット、逐次刊行物（雑誌、新聞、ニュースレター）、マニュスクリプト、通信・書簡、写真、ポスター、

オーラルヒストリー
原本所蔵機関：ゲイ・レズビアン・バイセクシュアル・トランスジェンダー歴史協会／ワン・全米ゲイ・レズビアン資料館／

レズビアン歴史資料館／全米トランスジェンダー図書館・資料館／ニューヨーク公共図書館／米国国立医学
図書館／デューク大学図書館／コーネル大学アーカイブズ／サンディエゴ・ラムダ・アーカイブズ／ロンドン
政治経済学院図書館／カナダレズビアン・ゲイ資料館／英国公文書館

機能：ページ送り、画面拡大・縮小、全画面表示、輝度・コントラスト調整のビューワ機能の他、印刷、PDFファイルのダウンロー
ド、OCRテキストのダウンロード、書誌自動生成、書誌情報のエクスポート、メール送信、ブックマーク、タグ付与、
グラフ化ツールの諸機能を実装しています。

トップページ

収録コレクションの解説も充実 検索語に関連する単語とそれに関する記事を
自動的に表示するグラフ化ツール

記事表示画面 一字一句までフルテキスト検索。検索語はハイライト表示

逐次刊行物の場合は、電子目次の記事名に
マウスオーバーすると当該記事がポップ
アップ表示されます。

詳細検索（検索範囲の指定・掛け合わせ検索・ファジー検索）
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 《ホモファイル運動・ゲイ解放運動》
 TheMattachineSocietyofNewYorkRecords,1951-1976 
ニューヨークのマタシン協会の活動を通じて、20世紀後半の
アメリカにおけるホモファイル運動を概観。
 PhyllisLyonandDelMartin:BeyondtheDaughtersofBilitis 
現代レズビアン、フェミニズム運動のパイオニア、ビリティ
スの娘たちの創設者、フィリス・ライオンとビル・マーティ
ンの活動を、会議議事録、覚書、新聞記事の切抜き、報告、
書簡等を通して迫る。
 PhyllisLyon,DelMartinandtheDaughtersofBilitis 
レズビアン解放運動史に足跡を残したビリティスの娘たちの
活動を機関誌TheLadderの全号、会議録、書簡、会員名簿
により再現。創設者（ライオンとマーティン）のアウトリー
チ活動、アメリカ市民自由連合、キンゼイ性研究所等への関
与も記録。
 TheHomophileMovement:PapersofDonaldStewartLucas,
1941-1976 
サンフランシスコにおけるホモファイル運動の中心人物、ド
ナルド・スチュワート・ルーカスの活動とゲイエリアにおけ
るホモファイル運動や反貧困活動を記録。ヘレン・ブランソ
ンのTheGayBarをはじめ、稀少なパン・グラフィック・プ
レスの出版物も収録。
 GayActivistsAlliance,1970-1983 
ストーンウォール暴動後に創設されたゲイ活動家同盟の活動
を通じて、戦闘的ホモファイル運動を概観。

《エイズ》
 ACTUP:TheAIDSCoalitiontoUnleashPower 
アクトアップ（力の解放のためのエイズ連合）の会議議事録、
書簡等。エイズ危機から90年代の草の根運動まで、20年間
のエイズの動向。

 InResponse to theAIDSCrisis:Recordsof theNational
CommissiononAIDS,1983-1994 
全米エイズ委員会の調査報告書、委員会の調査を支援するた
めの外部団体の報告書、全米エイズ委員会の前身、ヒト免疫
不全ウイルスの流行に関する大統領諮問委員会の報告書、委
員会の最終報告書「エイズ：拡大する悲劇」など。
 StudiesinGlobalCrisis:TheInternationalAIDS/HIVCrisis,
Part1:1985-1999 
米国疾病予防管理センター、世界保健機関、米国国際開発庁、
ジョンズ・ホプキンズ大学、米国国立衛生研究所等の米国政
府省庁や民間研究機関の調査報告書など、エイズ／HIVに
関する研究成果の中では最も厳密で信頼のおける資料群。
 TheBushAdministrationandtheAIDSCrisis 
エイズ研究基金のための支援の是非を論じる政権内部資料の
ほか、バイオテクノロジー企業からの書簡、エイズの予防や
試験に関する報告書、国際エイズ会議の覚書など、ブッシュ
政権のエイズ政策関連文書を収録。

《イギリス》
 GayActivisminBritainfrom1958:TheHall-CarpenterArchives
同性愛の合法化と社会でのゲイの受容を目指して運動を展開
したイギリスのアルバニー・トラストの活動を記録。
 SexualPoliticsinBritain 
1970年代イギリスにおける女性解放運動とゲイの権利拡張運
動を記録する資料。イギリス同性愛平等委員会、スコットラ
ンドマイノリティグループの記録、性的マイノリティのため
の隔週誌GayNews、イギリス最初の女性解放団体の機関誌
Women’sStruggle等。
 InternationalGovernmentalandNon-GovernmentalReportsand
PolicyStudiesRelatedtoLGBTQIssues,ActivismandHealth 
性的マイノリティの権利拡張に影響を与えた各国政府の政策
文書、立法文書、NGO文書を収録。性的マイノリティに対
する差別の実態、それに対する政策的対応を明らかにすると
ともに、同姓婚の件数等の統計資料も充実している。



4

《レズビアン》
 LesbianHerstoryArchives:SubjectFiles 
チラシ、新聞記事の切抜き、会議議事録、報告書、書簡など、エフェ
メラ資料を多数収録。レズビアンの政治活動、芸術活動を記録し、
レズビアンの民族的、宗教的多様性を浮き彫りにする。

《逐次刊行物》
 GayandLesbianPoliticsandSocialActivism:SelectedNewsletters
andPeriodicals 
アメリカ史上最初のレズビアン系定期刊行物ViceVersa、ビ
リティスの娘たちやマタシン協会の雑誌やニュースレター、
フィラデルフィアの戦闘的なゲイ権利団体ジェイナス協会の
Drumなど、アメリカの出版物のほか、カナダ、ヨーロッパ
の出版物も収録。世界の性的マイノリティの運動に関する資
料の宝庫。
 GayandLesbianCommunity,Support,andSpirit:Selected
NewslettersandPeriodicals 
レズビアンとゲイの親・家族・友人の会、オリンピック流競
技イベントのゲイ・ゲーム、LGBT最大の映画祭フレームラ
インなど、ゲイ、レズビアンの人々の地域の繋がりや支援者
グループが果たした役割を記録する定期刊行物。ワシントン
D.C.で発行され、60年代を代表する戦闘的なゲイ・レズビ
アン雑誌HomosexualCitizenも収録。
 LesbianHerstoryArchivesNewsletterCollection 
レズビアン団体のニュースレター集成。フィラデルフィア・
ラディカル・レスビアン等の急進的団体からニューヨーク・
ウェストサイド討論グループ等の非政治的団体まで、父権制、
中絶、平和運動、世界における女性の地位等の問題を論じる。

 InternationalGayandLesbianPeriodicalsandNewsletters 
DerKreis（スイス）、Jeremy（イギリス）、Antinorm（フランス）、
Fuori!（イタリア）、OpenDoors（カナダ）、GayLiberation
Press（オーストラリア）、GayLiberator（ニュージーランド）、
Liberator（イスラエル）、NovayaZhizn（ロシア）、Tema（ロシア）、
Flamingo（ブルガリア）、Gayzma（ラトビア）、Kabaret（ポー
ランド）、GayScene（インド）など、世界約40ヶ国のゲイ・
レズビアン系定期刊行物。
 LGBTQNewspapersandPeriodicalsCollectionfromtheLesbian
HerstoryArchives
ボストンのTheGayCommunityNews、アメリカのLGBT
系新聞の老舗OutFront、南カリフォルニアの Frontiers
Newsmagazine、フェミニズム系のItAin’tMeBabe、共産主義
系のComeOutFighting、アナーキズム系のCloneなど、多種
多様な定期刊行物。
 HerstoryArchive:FeministNewspapers 
総合紙から、TheWomen’sReviewofBookやMotherootJournal:
AWomen’sReviewofSmallPressesのような文芸批評、書評専門
紙、WoodswomenNews等の旅行、アウトドアライフ専門紙まで、
アメリカのフェミニズム系の新聞コレクション。
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《ホモファイル運動・ゲイ解放運動》
 TheNationalGayandLesbianTaskForceRecords,1973-2000

《アジア系アメリカ人・移民・エスニシティ》
 AsianPacificLesbiansandGays（A/PLG）Records 
アジア系、太平洋島嶼系アメリカ人の同性愛者の境遇を改善
することを目的としてモリス・ナイトにより創設された団体。
ニュースレター、会議録、会員名簿、写真、書簡、広報資料
等の資料を1977年から2012年まで収録。
 Asian/PacificAIDSCoalition（APAC）Records 
アジア系、太平洋島嶼系アメリカ人のHIV、AIDS問題に対
処するために設立されたアジア太平洋AIDS連合の内部文書。
 TwiceBlessedCollection 
ユダヤ人の性的マイノリティの経験を記録した文書。

《ネイティヴアメリカ人》
 RandyBurnsPapers 
先住アメリカン人のゲイ活動家でゲイ・アメリカン・インディ
アンズの共同創設者の一人、ランディ・バーンズの収集文書。
バーンズの学術論文や書簡、エイズやアウトリーチ活動、ベ
ルダーシュなど、先住アメリカ人の伝統的な同性愛者に関す
る資料を収録。
 WillRoscoePapersandGayAmericanIndiansRecords 
ゲイ・アメリカン・インディアンズ（GAI）の歴史プロジェ
クトのコーディネーターを務めたウィル・ロスコーの文書と
GAIの記録。

《トランスジェンダー・異性装》
 ImperialCourtsCollection 
サンフランシスコのゲイバーで異性装のパフォーマンスを行
なっていたホセ・サリアが、警察の捜索に抵抗し、性的マイ
ノリティへの支援と募金活動のためにサンフランシスコにイ
ンペリアル・コート・システムを設立、その後サンフランシ
スコ以外にも拡大した。帝国や宮廷等の名称を使った特異な
組織形態をもった。写真、チラシ、書簡、年次報告などの内
部文書を収録。

 NationalTransgenderLibraryCollection
アトランタを拠点とするトランスジェンダーの活動家で性同一
性障害者の支援団体、アメリカ教育ジェンダー情報サービス
（AEGIS）の創設者でもあるダラス・デニーが創設した全米ト
ランスジェンダー図書館・文書館の収蔵資料。トランスジェン
ダーや異性装に関する定期刊行物や切り抜き記事が多い。
 "ThePapersofVera"Jack"Holme 
20世紀前半のイギリスにおける異性装の女優で、戦闘的な女
性参政権活動家でもあったヴェラ・ジャック・ホーム関係文書。
日記、講義メモ、パンフレット、チラシ、写真を含む。
 TransgenderSanFranciscoCollection 
異性装の人々が集まる場所を提供するために1982年、サン
フランシスコで創設された団体、教育テレビチャンネルは、
団体員への教育プログラムや社会への啓発活動を展開し、そ
の後トランスジェンダー・サンフランシスコに名称を変更し
た。団体運営資料や会議資料を収録。

《アクティヴィスト個人文書》
 JimKepnerPapers
1940年代以降同性愛者に関する資料の収集を展開し、西部
ゲイアーカイブ（後に全米ゲイアーカイブ、さらに国際ゲイ・
レズビアンアーカイブに改称）を設立したジム・ケプナーの
著述や書簡、ケプナーが関わった組織の議事録等を収録。
 JohnKyperCollectionofGayLiberationEphemera&Publications
ジョン・カイパーにより収集された同性愛者解放運動文書。
GayFlamesCollective、RedButterfly、LavenderandRedUnion、
ChicagoSeed等の団体の発行物やハーヴェイ・ミルクら活動家
との書簡、メキシコの同性愛者解放運動に関する資料を収録。
 ManuelboyFrankPapers 
ゲイアクティヴィストで軍人であったマニュエル・ボーイフ
ランクの文書。ヘンリー・ガーバー、フランク・マッコートら、
初期のゲイアクティヴィストとの書簡やボーイフランクの未
刊のフィクション等を収録。
 DanSiminoskiCollectiononFederalBureauofInvestigation
SurveillanceofGaysandLesbians 
連邦捜査局（FBI）は1950年代以降、性的マイノリティの監
視活動を続けてきた。大学の政治学講師で同性愛者の人権保
護に関心を持っていたダン・シミノスキが情報公開制度によ
る文書開示請求に消極的であったFBIを告訴し入手したFBI
文書。マタシン協会やビリティスの娘たち等の団体に関する
FBI資料の他、シミノスキの講演活動の資料を収録。
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《歴史家文書・オーラルヒストリー》
 MartinMeekerCollection 
歴史家マーティン・ミーカーが1940年代から1970年代にか
けて行なったインタビューの記録等を収録。
 TheAllanBérubéPapers 
サンフランシスコゲイ・レズビアン歴史プロジェクトの創設
に関わった歴史家アラン・ベルーベの文書。ベルーベの著述、
プレゼン資料、海軍の調理人と給仕の組合の口述資料を含む
研究資料を収録。
 WideOpenTownHistoryProjectRecords 
サンフランシスコ州立大学教授ナン・アラミーラ・ボイドが
行なったサンフランシスコにおけるクィアの歴史研究の中で
収集された研究資料、口述資料、写真等を収録。

《逐次刊行物》
 PeriodicalsfromtheCanadianLesbianandGayArchives 
デニス・アルトマン、ジェフリー・ウィークス、パット・カリ
フィア、ジョージ・チョーンシー、ジョン・デミリオ、ゲイル・
ルービン、バリー・アダム、リチャード・ダイアーらが寄稿
したトロントのTheBodyPolitic、オタワの性的マイノリティ
のコミュニティの新聞CapitalXtra!、トランスジェンダー系
の団体、アメリカ教育ジェンダー情報サービス（AEGIS）の
季刊誌Chrysalis、アメリカを代表するレズビアン雑誌の一つ
Curve、デニス・アルトマン、リリアン・フェダマン、アンド
リュー・サリヴァン、マイケル・ブロンスキらが寄稿したゲイ・
レズビアン文芸・アート雑誌HarvardGayandLesbianReview
（現TheGayandLexbianReviewWorldwide）、フェミニズムの
視点から芸術と政治を論じたHeresies、レズビアンの性を前
面に出した雑誌BadAttitude等、主としてアメリカとカナダ
で発行された定期刊行物を収録。

 PeriodicalsfromONENationalGay&LesbianArchives 
哲学者ミシェル・フーコーが誌名を考案し、フーコーや精神
分析学者ギイ・オッカンガムが寄稿したことで知られるフラ
ンスの伝説的ゲイ雑誌GaiPiedHebdoと1973年にニューヨー
クで創刊されたゲイ旅行雑誌Ciao!、異性装、トランスジェ
ンダー、トランスセクシュアリズムを幅広く扱うTransgender
Tapestryを収録。
 AtlantaLesbianFeministAllianceArchives,ca.1972-1994 
アトランタレズビアンフェミニスト同盟は月刊ニュースレ
ターAtlantaを発行し、南部フェミニズム図書館・文書館を
設立し、フェミニズムの歴史資料の保存に努めた。運動に関
わった個人の文書や書簡、大会、パレート、音楽祭、演劇な
どの催し物の記録、会議録や会員名簿や募金活動など組織の
運営記録、米国南東部の他のフェミニズム系団体の資料が収
められているが、特筆すべきはニュースレター、新聞、雑誌
などの定期刊行物約460タイトルが収集されていること。
 PeriodicalsfromLambdaArchivesofSanDiego

《大学・学校における性的マイノリティ》
 BobDavisCollection 
サンフランシスコ・シティ・カレッジでトランスジェンダーと
して初めてテニュアを獲得したボブ・ディビスの文書。同性
愛やトランスジェンダーの学生への助言など、ディビスの活
動を明らかにする。
 GayandLesbianAllianceatStanfordUniversityRecords 
スタンフォード大学の同性愛者の学生と教職員をサポートす
るために1972年に設立されたゲイ・レズビアン連盟の文書。
 LosAngelesCityCollegeGayandLesbianStudentUnionRecords
1979年に創設されたロサンゼルスシティカレッジゲイ・レズ
ビアン学生連合は、同性愛研究コース設置の提唱、パレード
の企画から、同性愛の学生のためのハーヴェイ・ミルク記念
奨学金の開設まで、様々な運動を行なった。学生連合の会議
録、書簡、広報資料、イベントチラシ、運営記録、写真、奨
学金等の記録を1979年から1980年まで収録。
 RobertRosenkrantzLetters 
同性愛を理由にいじめを受けたことを理由に学校の友人を銃
で殺害したロバート・ローゼンクランツの獄中書簡。



《カナダ》
 InternationalVerticalFiles fromtheCanadianLesbianand
GayArchives 
カナダレズビアン・ゲイ資料館が所蔵するアメリカとカナダ
以外の地域の性的マイノリティに関するリーフレット、ポスト
カード、写真等の資料。
 ThePapersofDouglasSandersandtheAssociationforSocial
Knowledge（ASK） 
カナダ初のホモファイル団体、社会知識協会（Associationof
SocialKnowledge）の文書。
 PostersfromtheCanadianLesbianandGayArchives 
カナダレズビアン・ゲイ資料館が所蔵するイベントやアウト
リーチ活動のポスター。

《イギリス》
 TheWolfendenReport:CommitteeonHomosexualOffencesand
Prostitution,1954-1957 
1954年にイギリスで設置された同性愛の犯罪と売春に関する
委員会（ウォルフェンデン委員会）は1957年に報告書を公
表し、同性愛の解禁を勧告した。200人の証言、委員会議事録、
書簡、報告の草稿、最終報告書を収録するイギリス同性愛史
の第一級資料。

 LesbianandGayChristianMovement 
レズビアン・ゲイキリスト教徒運動は、1976年イギリスで創
設され、教会内では同性愛の教義の再検証を各宗派に求め、
教会外では立法のためのロビー活動を通じて、キリスト教徒
の同性愛者の権利保護を追求した。創立関係文書、年次報告、
財務関係文書、プレスリリース、小委員会の会議録やワーキ
ングペーパーを収録。イギリスにおける同性愛に対する意識
の変化を浮き彫りにするコレクション。

《心理調査》
 J.DavidLathamPsychologicalSurveys 
心理学者デヴィッド・レイサムが行なった同性愛者に対する
心理調査の調査結果、研究論文、書簡等を収録。

《エイズ》
 ACTUPLosAngelesRecords 
アクトアップ（力の解放のためのエイズ連合）ロスアンゼル
ス支部の会議録、ニュースレター、プレスリリース、会員名簿、
写真、財務や運営に関する記録を1987年から1995年まで
収録。
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