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 マクマスター大学所蔵  

第二次大戦期フランス、ベルギー、オランダ、イタリアにおける 

地下レジスタンス運動資料集成 

Patriotes aux Armes! (Patriots to Arms!):  

The Underground Resistance  

in France, Belgium, Holland, and Italy, 1939-1945 
 

第二次大戦開戦後のドイツ軍の電撃戦により占領下に置かれた西欧諸国では、レジスタンス運動が起

こりました。レジスタンス運動は、丘や森など、人々が居住していない場所を拠点に繰り広げられました。

人口密度が高いオランダではビースボスの原野が潜伏活動の拠点となり、北部イタリアではアルプスと

アペニン山脈がパルチザンの潜伏場所となりました。レジスタンス運動は通常は自発的になされました

が、同時にイギリスやソ連の支援をも受けました。レジスタンス運動には政治思想や利害を異にする

様々な団体が参加したため、諸派の間で方針と戦術を統一することは困難を極め、レジスタンス各派が

鎬を削ることもありました。レジスタンス各派の中で、フランスではフランス国内軍（Forces francçaises de 

l'intérieur, FFI）が、イタリアでは国民解放委員会（Comitato di Liberazione Nazionale, CLN）が大きな

プレゼンスを持ちました。レジスタンス運動は、罷業や示威運動のような非暴力的な抵抗から、武装襲

撃、武装蜂起、ゲリラ戦、さらにはスパイ活動、非合法出版、占領軍のプロパガンダに対する対抗プロパ

ガンダ、連合国軍の捕虜の救出まで、様々な形態の抵抗運動を行いましたが、中でも地下出版活動は

抵抗運動の有力な手段となりました。本コレクションは、フランス、ベルギー、オランダ、イタリアのレジス

タンス各派が発行した文書、占領軍が発行した文書、レジスタンス運動に関係する文書を電子化して提

供するものです。収録文書は、書籍、パンフレット、新聞、雑誌、ブロードサイド（一枚刷り）、ビラ、チラシ

等で構成されています。 
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コレクションの構成 

◆フランス・レジスタンス運動（Underground Resistance collection—France, [1936] 1939-1945） 

 第二次大戦前夜と「奇妙な戦争」：エフェメラ（Pre-War and "Phony War": ephemera） 

 地下出版（新聞・雑誌）（Underground Newspapers and Periodicals） 

 ブロードサイド（Broadsides） 

⬧ 奇妙な戦争 1939年-1940年（Phony War" - 1939-1940） 

⬧ レジスタンス運動関係ブロードサイド（Broadsides of the Resistance） 

⬧ 占領地行政関係ブロードサイド（Administrative Broadsides of the Occupation） 

⬧ 死刑告知ブロードサイド（Execution Broadsides） 

⬧ ヴィシー政府・ペタン政権発行ブロードサイド（Broadsides Issued by Vichy and the Pétain  

Government） 

⬧ パリ解放期ブロードサイド（Broadsides Issued During the Liberation of Paris） 

⬧ パリ解放後ブロードサイド（Broadsides Issued After the Liberation of Paris） 

 地下運動チラシ・ビラ（Underground Leaflets） 

⬧ 記念日（Anniversaries） 

⬧ 武装反乱（Armed Insurrection） 

⬧ カトリック教徒（Catholics） 

⬧ 対独協力者（Collaborators） 

⬧ 国民戦線（Le Front National） 

⬧ ド・ゴール将軍（Général De Gaulle） 

⬧ ドイツ語チラシ・ビラ、ドイツ軍兵士向けチラシ・ビラ（German Language Leaflets and/or Leaflets 

for German Soldiers） 

⬧ 独ソ不可侵条約（Germany-USSR Non-Aggression Pact） 

⬧ ユーモア（Humour） 

⬧ 生活状態と困窮（Living Conditions and Hardship） 
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⬧ 殉難者（Martyrs） 

⬧ 商人・農民（Merchants and Farmers） 

⬧ 雑録（Miscellaneous） 

⬧ 反人種差別国民運動（Mouvement National Contre Le Racisme (M.N.C.R.)） 

⬧ ナチス（Nazis） 

⬧ 挿入紙（"Papillons"） 

⬧ ペタン（Pétain） 

⬧ 収容所（Prisoners Camps） 

⬧ 予測（Prophecies） 

⬧ 労働者強制徴用（Service du Travail Obligatoire (S.T.O.)） 

⬧ 社会主義者、社会主義政党（Socialiste, Parti） 

⬧ トレーズとフランス共産党（Thorez and the French Communist Party） 

⬧ ソ連－赤軍（USSR - Red Soldiers） 

⬧ 女性（Women） 

⬧ 労働者、労働組合、ストライキ（Workers, Unions and Strikes） 

⬧ 青年－青年団体と愛国青年連合軍（Youth - Groupes de Jeunes and F.U.J.P. (Forces Unies De La 

Jeunesse Patriotique)） 

 地下出版（書籍・パンフレット）（Underground Books and Pamphlets） 

⬧ 文芸出版（Literary Publications） 

⬧ エディシオン・ド・ミニュイ（Éditions De Minuit (Underground Editions)） 

⬧ 政治刊行物（Political Publications） 

 地下文書（Underground Documents） 

⬧ 地下潜伏団体の内部文書（Internal documents of underground groups） 

⬧ レジスタンス運動と連合軍によって使われた偽造文書（Forged documents used by the Resistance 

and the Allies） 

⬧ 関連文書（Related documents） 

 自由フランスと他の外国出版物（Free French and Other Foreign Publications） 

⬧ 目録化された刊行物（Catalogued Publications） 

⬧ 印刷物、タイプ原稿、エフェメラ他（Printed material, typescripts, ephemera, etc.） 

 パリ解放（Liberation of Paris） 

⬧ 目録化された刊行物（Catalogued Publications） 

⬧ 新聞（Newspapers） 

⬧ 印刷物、タイプ原稿、エフェメラ他（Printed material, typescripts, ephemera, etc.） 

 パリ解放後（After the Liberation） 

⬧ 目録化された刊行物（Catalogued Publications） 

⬧ 印刷物、タイプ原稿、エフェメラ他（Printed material, typescripts, ephemera, etc.） 

 署名文書：書簡、手稿、写真他（Signed Documents: Letters, Manuscripts, Photographs, etc.） 

⬧ 寄贈本（Inscribed Books） 

 

◆ベルギー・レジスタンス運動（Underground Resistance collection—Belgium, 1940-1945） 

 新聞（Newspapers） 
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⬧ 地下新聞（Underground Newspapers） 

⬧ ベルギーに関する外国新聞（Foreign Newspapers re: Belgium） 

 ブロードサイド（Broadsides） 

⬧ 占領開始時のブロードサイド（Broadsides from the Beginning of the Occupation） 

⬧ ベルギー・レジスタンス運動のブロードサイド（Broadsides from the Belgian Resistance） 

⬧ 解放関係ブロードサイド（Broadsides of the Liberation） 

⬧ 爆撃関係ブロードサイド（Broadsides concerning Bombings） 

⬧ 占領地鎮圧関係ブロードサイド（Repression Broadsides） 

⬧ 死刑告知ブロードサイド（Execution Broadsides） 

⬧ 空中投下ビラに関するブロードサイド（Broadsides concerning Air-Dropped Leaflets） 

⬧ ベルギー人向け行政関係ブロードサイド（独語）（Administrative German Broadsides for Belgians） 

⬧ 行政関係ブロードサイド（仏語）（Administrative Belgian Broadsides） 

 地下出版（チラシ）（Underground Leaflets） 

⬧ V作戦（The "V" Campaign） 

⬧ その他の地下出版のチラシ（Other Underground Leaflets） 

 地下出版物（Underground Publications） 

⬧ 「王室問題」に関する出版物（Publications relating to "L’Affaire Royale"） 

⬧ その他の地下出版物（Other Underground Publications） 

 

◆オランダ・レジスタンス運動（Underground Resistance collection—Netherlands, 1942-1945） 

フランス語の書籍 38 タイトル、オランダ語の書籍 3 タイトルの他、新聞、文書を収録します。 

 

◆イタリア・レジスタンス運動（Underground Resistance collection—Italy, 1945） 

1945年 2月発行の地下新聞 La Voce de la Patria を収録します。 

 

◆データベースの概要 

⬧ 原資料所蔵機関： McMaster University 

⬧ 期間： 1939年-1945年（一部、これ以外の時期の文書も含まれます） 

⬧ 総ページ数： 21,348ページ 

 

⬧ すべてのコンテンツと機能をお試しいただける 1 ヶ月の無料トライアルをご提供しております。 

⬧ 商品に関するお問い合わせは、センゲージラーング株式会社、または代理店（株式会社極東

書店）までお願います。 

⬧ 正式のお見積りは、代理店までお願いします。 

⬧ ホスティングフィーはかかりません。 


