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 特定の出版物の各号（Vol.～）に
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1. データベースについて

データベースとは何か?
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データベースとは何か?

データベースとは構造化され、検索が可能な大規模データ
の集積として定義される。ここでいうデータとは数値や文字
列はもちろん、音声や写真等の図、動画（3次元も含む）、ベ

クトル図等構造化されたオブジェクト等も対象となっており、
将来的には味や匂い、感触等のヒトが認知できるすべての
情報が対象となり得る。すなわち、データベースとは数値や
文字のみに限らない、情報や知識の階層構造であるといえ
る。このようなデータベースそのもの、そしてデータベースを
保持、管理する機構のことを含めてデータベース
システムという。

三木 光範・田中 美里，2015，p.1 『データベース : 基礎からネット社会での応用まで』共立出版．
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A database is an organized collection of data.  
It is the collection of schemes, tables, queries, 
reports, views and other objects. 

The data is typically organized to model aspects 
of reality in a way that supports processes 
requiring information, such as modelling the 
availability of rooms in hotels in a way that 
supports finding a hotel with vacancies.

Database IN Wikipedia. Retrieved October 3, 2015 from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Database

データベースとは何か?
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データベースとは何か?

データベースは整理された情報の集まり（コレクショ
ン）です。 図表、質問及び回答、レポート、意見等、
様々なものがコレクションの収録対象となります。

データベースでは、実行において情報を必要とする
何らかの業務を支援するかたちでデータが整理さ
れます。ホテルの空室状況を調べること等が、例と
して挙げられます。

Database IN Wikipedia. Retrieved October 3, 2015 from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
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データベースを使用する理由

 私たちはどのような職業であっても、日常的に行う業務において、
情報を必要とします。

⇒ データベースはそのような情報を効率よく発見・取得することを
可能にします。

 データベースは様々な業務を支援するために、多様な形態（インター
フェース）で提供されます。

 ProQuest は学術研究・活動のためのデータベースです。

⇒ ProQuestは皆様のためのデータベースです！

 データベースを使うことに学生時代から慣れておけば、業務で毎日
データベースを使用する社会人になったときの苦労が減ります。

⇒ 他の人より一歩先に進めます！
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なぜ学術データベースを使うのか？

【深層ウェブと学術情報】

学術論文をはじめとする学術情報や

専門情報の多くは、深層ウェブ（Deep 

Web）と呼ばれるオンライン領域に存

在するため、表層ウェブの内容のみを

検索対象とするGoogleやYahoo、

Bingでは検索することができません。

研究テーマに応じて必要な情報源を

想定し、図書館の冊子体資料や学術

データベースなどのツールを適宜使い

こなすようにしましょう。 出典 ： Kreativ - デジタルマーケティング –
あなたが普段見ているサイトは、ウェブ全体の1%にも満たない？！
深層ウェブ・ダークウェブとは – Retrieved from 
https://www.kreativ.jp/about-web/deep-web/

https://www.kreativ.jp/about-web/deep-web/
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なぜ ProQuest データベースを使うのか？

 インターネットと違って、レポートや論文で参考文献リストに掲載
できるコンテンツしか、ProQuestには収録されていません。

⇒ ノイズ（不必要な情報）が少ない

 豊富なコンテンツが、多様な視点と気づきを提供します。

⇒ 特定の政策や考え方に対する賛成・反対の視点 etc.
⇒ 世界の様々な地域で生じた異なる視点

⇒ 同じテーマにおける現在と過去で異なる視点（歴史的視点）

 高度な検索機能や絞り込み機能による、効率的な情報収集
が可能です。

 レポートや論文を書くときの参考資料（お手本記事）として
使うこともできます。



2. ProQuest Centralとは?
 アクセス方法

• 図書館ホームページ：
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja ⇒ ［データ
ベース］ ⇒ ［全分野外国語：ProQuest Central］

• https://search.proquest.com/ からもアクセス可能

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja
http://search.proquest.com/


175 科目
を収録

編集による
クオリティー
コントロール

39 にのぼる
主要な学術
データベース

ジャーナル
以外の重要
コンテンツ

25,000 
タイトル

2. ProQuest Centralとは?
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主要学術雑誌

主要学術雑誌: 出版社
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主要学術雑誌: タイトル

主要学術雑誌
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Trade publications

Book reviews

E-books

Reference materials (e.g. Wikipedia)

Newspapers

Dissertations or theses

Raw data (financial, demographic, etc.)

Abstracts

Working papers

Conference proceedings

Books (print)

「学術雑誌に加えて、その他にどのような情報源を研究ではご利用になりますか？」

700名以上のビジネス及び社会科学における研究者の方々からの回答

学術雑誌以外のコンテンツも収録

学術研究を支援
するコンテンツ
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学術研究を支援
するコンテンツ

学術雑誌以外のコンテンツ: 主要雑誌と新聞
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ProQuest Central ピックアップ
The Economist

“One of the most read 
journals in the world”
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2018年の記事から、イメージPDFとして
利用できるようになりました！



定期刊行物におけるグローバルな収録

学術研究を支援
するコンテンツ
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130,000 点の記事を全文で収録

75,000 点を全文で収録

11,000 点を全文で収録会議（学会）議事録

学位論文

ワーキング・
ペーパー

最新の研究活動
を優先的に収録

最新の学術研究が出版されるまで、
査読のプロセスを得ると 2～3年かかります
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その他収録情報： マーケット・リサーチ

その他
収録情報
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参考： 情報の生産と流通

テレビ
ラジオ
ウェブ

新聞
一般雑誌

週刊誌
学術雑誌 図書 公的資料

レファレンス
ツール

辞書・辞典類
ハンドブック
教科書

現在 1日後
1 週間後
～数ヵ月後 数ヵ月後

1 年後～
数年後

断片的な情報
信頼性はより低い

まとまった情報
信頼性はより高い

出典： 市古, みどり, 真紀子 上岡, and 睦 保坂. 資料検索入門 : レポート・論文を書くために. 慶應義塾大学出版会, 2014. Print. P.37

情報の種類と経時的な流れ



21

 ログイン時の画面（基本検索）

• 検索ボックスにキーワードを入れて基本検索を
行います。

3. 効率よく文献・論文を探す
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 基本検索と絞り込み機能

• 例 1 ： Aging （高齢化） で 基本検索をしてから、
絞り込み機能を使います。

• 過去１２ヶ月に出版された新聞記事で、全文のある
もののなかから、［主題］が［Economic Growth］
（経済成長）で［地域］が［Japan］のものを表示します。

3. 効率よく文献・論文を探す



 基本検索と絞り込み機能
• 絞り込みの手順 ① ： ［絞込み］から、［全文］をクリックします。
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3. 効率よく文献・論文を探す



 基本検索と絞り込み機能
• 絞り込みの手順 ② ： ［発信元のタイプ］の［その他のオプション］を

クリックして、選択肢を全て表示 ⇒ ［新聞］を選択し［適用］をクリック
*実行する前に、どのようなタイプの文献があるのか見てみましょう。
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3. 効率よく文献・論文を探す



 基本検索と絞り込み機能
• 絞り込みの手順 ③ ： ［出版日］から、［過去12か月］をクリック。

• ［Custom Date Range］から特定の日付・期間を指定することも可能
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3. 効率よく文献・論文を探す



［主題］をクリックすると、［件数］から［主題］のアルファ
ベット順に並べ替えをすることができます。

 基本検索と絞り込み機能
• 絞り込みの手順 ④ ： ［主題］を展開し、［その他のオプション］ を

クリックして、［economic growth］を選択し、［適用］をクリックします。

• ［ economic growth］の他にもどんな主題があるのか、見てみましょう。
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3. 効率よく文献・論文を探す



3. 効率よく文献・論文を探す

 基本検索と絞り込み機能
• 絞り込みの手順 ⑤ ： 絞込みフィルターのリスト下側の ［More Filters］

をクリックして他のフィルターを表示 ⇒ ［地域］をクリックして展開し、
［Japan］を選択します。



 基本検索と絞り込み機能
• 絞り込みの手順 ⑥ ： 適用した絞込みは をクリックすると簡単に外す

ことができます。 ＝ 様々な項目で絞り込みを試して、より関連性の
高いコンテンツに効率よくアクセスすることができます。
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3. 効率よく文献・論文を探す
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3. 効率よく文献・論文を探す

 基本検索と絞り込み機能

• 例 2 ： Abenomics（アベノミクス） で 基本検索をして
から、絞り込み機能を使います。

• これまで出版された学術誌（Scholarly Journal）の
記事の中から、査読済み（Peer Reviewed）のもの
を表示してみましょう。

 ［発信元のタイプ］を［学術誌］に設定します。

 ［査読済み］から、［査読済み］を選択します。



3. 効率よく文献・論文を探す

 ［プレビュー］から記事の要約を確認
• 文献と研究テーマの関連性を効率よく確認することができます。
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3. 効率よく文献・論文を探す

 テキストの機械翻訳機能
• 抄録と全文（PDFを除く）は英語から日本語への機械翻訳が可能です。



 リンクリゾルバーで全文（Full Text）の有無を確認

• （全文の無い）表示された結果の を
クリックしてみましょう。

筑波大学図書館内に全文コン
テンツ（データベースまたは冊
子体）の所蔵がある場合、開い
た画面の右側に表示されます。

3. 効率よく文献・論文を探す
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3. 効率よく文献・論文を探す

 基本検索と絞り込み機能

• 例 3 ： Syrian Refugee（シリア難民）の2つの単語を
使って検索をしてみます。

• AND検索と完全一致検索の違いを見てみましょう。

 AND検索： Syrian AND Refugee または Syrian Refugee
と続けて2つの単語を検索ボックスに入力します。

 完全一致検索： “Syrian refugee” のように、2つの単語を
“ ” で括り、検索します。
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AND検索とは？

AND検索の検索範囲 AND検索のイメージ

Syrian …………………...

……………..refugee………

Aという単語とBという単語の

両方がコンテンツに含まれて
いるものを検索する。

‘Syrian’ という単語と、
‘Refugee ’ という単語の両方

が必ずコンテンツ内の（どこか
に）含まれている。
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完全一致検索とは？

完全一致検索のイメージ

…Syrian refugee …...

………Syrian refugee…

Syrian refugee という、 “ ” 
で括った複数単語が、一つの単
語として扱われて検索される。

Syrian refugee .…
【完全一致検索の例】

 “trans-pacific partnership”

 “gravitational wave”

 “internet of things”

 “political economy”

 “to be, or not to be”
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3. 効率よく文献・論文を探す

 基本検索と絞り込み機能

• 例 4 ： Working Conditions または
Work Environment （労働環境）いずれかの単語を
含んだコンテンツを検索してみましょう。

• OR検索を使いこなしましょう。
 OR検索： “working conditions” OR “work environment”の

ように、2つのキーワードを OR で前後につなぎます。
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OR検索とは？

OR検索の検索範囲 OR検索のイメージ

Aという単語またはBという単

語のどちらかがコンテンツに
含まれているものを検索する。

‘Working Conditions’という単語、または
‘Work Environment’という単語がコンテン
ツに含まれているものであれば、全て結果
として表示する。

またはWorking Conditions

Work Environment



38

AND検索とは？

AND検索の検索範囲 AND検索のイメージ

.... Working Conditions

Work Environment….

Aという単語とBという単語の

両方がコンテンツに含まれて
いるものを検索する。

‘Working Conditions’ という単
語と、 ‘Work Environment’ と
いう単語が必ずコンテンツ内
の（どこかに）含まれている。
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3. 効率よく文献・論文を探す

 テキスト検索と件名（主題）検索の違い

• 例 5 ： Global Warming（地球温暖化）という単語で、
テキスト検索と件名（主題）検索を比較してみましょう。

• 分野（科目）での検索をするには、［詳細検索］を開き、
“Global Warming” と入力したあと、右側のプルダウン
を［件名標目 - MAINSUBJECT］に変更して検索を
します。



There has been a signific-

ant increase in temperature

during the winter period.
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テキスト検索と件名（科目）検索の違い

テキスト検索
Test Search

件名（科目）検索
Subject (Heading) Search

本文（テキスト）内に、検索語
の記述が実際にある。

本文（テキスト）内に、検索語の記述
がない場合もある。しかし、本文の
内容は検索語に関連するものである
と、『科目タグ』が付けられている。

Global warming
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3. 効率よく文献・論文を探す

 シソーラス機能 ①

• 例 6 ： 市場戦略 （Market Strategy） の関連語と類語を
検索してみましょう。

• 詳細検索画面を開き、［シソーラス（関連語）］をクリック。

• ［ProQuest thesaurus （subjects）］を選択。

41
※シソーラス（関連語）は ProQuest Platform に搭載される多くのデータベースに存在するため、
ご契約されているデータベースの数により、表示されるシソーラス数が異なります。



3. 効率よく文献・論文を探す

 シソーラス機能 ②

• 検索結果の右隣にあるフォルダをクリックすると、関連語
（類語）が表示されます。

• 関連語とあわせて検索したい場合は、用語の左隣にある
チェックボックスにチェックを入れ、［検索への追加］を
クリックします。
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3. 効率よく文献・論文を探す

 シソーラス機能 ③

• 検索されたキーワード（“Market Strategy”）をクリックする
と、［上位語］と［下位語］が表示されます。
（何れも存在しない場合は表示されません。）

• 下位語も含めて検索したい場合は、両方の用語のチェック
ボックスにチェックを入れ、［検索への追加］をクリック。

43



44

3. 効率よく文献・論文を探す

 詳細検索

• 例 7 ： 過去30日間に出版された国際貿易（International 
Trade）に関する記事のなかから、環太平洋戦略的経済連携
協定（TPP または Trans-Pacific Partnership）という単語が
含まれていないものを検索してみましょう。

• 件名標目（科目）： “International
Trade” *シソーラス機能 ProQuest 
thesaurus （subjects）を使って、
International Trade の科目を検索
します。

• すべてのフィールド： TPP OR
“Trans-Pacific Partnership” 
＋
左側のプルダウンを［NOT］に
変更します。

• 絞り込み：全文／出版日：過去の30日
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NOT検索とは？

NOT検索の検索範囲 NOT検索のイメージ

Aという単語が含まれたコン
テンツのなかから、Bという
単語が含まれていないもの
を検索する。

国際貿易に関するコンテンツ
だが、 TPPまたはTrans-Pacific 
Partnershipという単語は本文に
全く含まれていない。

It sees China as  a dom-

inant player in the RCEP

negotiations.
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［出版物］から探したいタイトルを検索します。 例 8 ： The Economist

特定の号にアクセスしたり、タイトル内で
キーワード検索することも可能です。

3. 効率よく文献・論文を探す

 特定の出版物の各号（Vol.～）にアクセスする

46
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3. 効率よく文献・論文を探す

 便利なNEAR検索（近接検索）

• 例 9 ： 近接検索機能を利用して、ビッグデータと
人工知能に関する記事を検索してみましょう。

• A NEAR/# B （‘#’はBからAまでのワード数を入力）

• “big data” NEAR/5 “artificial intelligence”

 上記の入力により、Artificial Intelligence という単語の
前後5ワード以内に、Big Data という単語が記述された
記事を検索します。

 演算子 ‘NEAR’ は大文字で入力します。
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• ドロップダウンから［文献引
用書式］を選択し、［変更］を
クリック。

• 参考文献リストの箇所をコ
ピーして、お使いのドキュメ
ントファイルに貼り付けてく
ださい。

4. 参考文献リストを作成する

 検索結果の文献にチェック ⇒ ［書誌情報］

48
※ 文献管理や参考文献の作成にはより専門的なRefWorksの使用がお勧めです！
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5. RefWorksに文献情報を書き出す

 検索結果の文献にチェック ⇒ ［保存］ ⇒ ［RefWorks］

49
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6. マイリサーチとは？

 気に入った文献の保存や、検索式の保存、アラートの設定など、
ユーザー様個人のProQuestプラットフォーム利用に関わる
情報を保存し、設定を行う機能です。

※マイリサーチホーム画面 – タブで各種機能に切り換えます。
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画面右上の ［マイリサーチ］をクリック

アカウントの無い方: ［マイリサーチアカウント］を作成”をクリック
アカウントをお持ちの方: ユーザー名とパスワードを入力してログイン

①

②

7. 文献・検索式の保存とアラート設定

 アカウント作成＆ログイン方法

51



7. 文献・検索式の保存とアラート設定

 文献を保存する
• 検索を実行し、結果を画面に表示します。

• 文献の左側のボックスをチェック ⇒ ［詳細］ ⇒ ［マイリサーチへ保存］
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7. 文献・検索式の保存とアラート設定

 検索式を保存する
• 先ずは（詳細検索機能を使って）保存したい検索を実行します。

• 検索結果画面右上の ［検索／アラートを保存］ ⇒ ［検索を保存］
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7. 文献・検索式の保存とアラート設定

 アラートを設定する
• 画面右上の ［検索／アラートを保存］ ⇒ ［アラートの作成］

• アラートを受け取る頻度（日次、週次、月次）を設定可能です。

• 検索式の［出版日］は特定の日付間で設定しないでください。
×例： 2015年1月1日～2015年12月31日 ＝ 最新のコンテンツ無し
○例： 過去の12か月（または出版日を［すべての日付］に設定）
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7. 文献・検索式の保存とアラート設定

 保存した文献や設定を編集する
• ［マイリサーチ］にログイン ⇒ 画面右上に表示される各種ページに移動
［マイリサーチ］の画面内のタブでも切り換えが可能です。
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例： アラート設定画面



8. LibGuides & YouTube
 LibGuides for ProQuest Platform 

http://proquest.libguides.com/proquestplatform
• 検索のヒントや製品に関する資料（英語）を掲載

しています。
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http://proquest.libguides.com/proquestplatform


8. LibGuides & YouTube
 YouTubeでオンライン講習会をご覧いただけます。

• https://www.youtube.com/watch?v=tr86F4bcz-Q&index=1&list=PL-
aFAdxOSTDf6HjCOfREiU6qu24SqR0Gj
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https://www.youtube.com/watch?v=tr86F4bcz-Q&index=1&list=PL-aFAdxOSTDf6HjCOfREiU6qu24SqR0Gj


プロクエスト日本支社

• 〒220-8401 横浜市西区みなとみらい3-3-1 
三菱重工横浜ビル内

• 電話： 045-342-4780 FAX： 045-342-4784

• 電子メール： sales@japan.proquest.com

www.proquest.com
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9. お問い合わせ先
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mailto:sales@japan.proquest.com
http://www.proquest.com/


 『図書館で学ぼう！仕事に役立つ情報リテラシー』
というブログをはじめました。よろしければご覧ください。

ProQuest ブログのご案内

59

internationalnews.proquest.com/blog/tag/情報リテラシー/ 

http://internationalnews.proquest.com/blog/tag/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC/


ご清聴、ありがとうございました。

ご質問をどうぞ。
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Q&A Session
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