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操作編 

Chatham House Online Archive とは 

イギリスの民間のシンクタンク、王立国際問題研究所（Royal Institute of International Affairs）、通称チャタム・ハウスが

刊行する様々な資料を収録するデータベースです。1966 年以降は、講演、セミナー、General Meeting（チャタム・ハウス・

ルール適用外のもののみ）の音声記録も収録します。 

２つのモジュールにわかれており、モジュール１は 1920-1979 年、モジュール 2 は 1980-2008 年をカバーします。 
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収録内容 

 講演、セミナー、会議録（音声記録とトランスクリプト) 

 各国の首相、大統領、外務大臣、外交官、軍高官、大学教授など、国際問題の専門家の講演やセミナーを記録した

音声資料とそのトランスクリプト（モジュール１：1966-1979 年 / モジュール２：1980-2008 年）  

※ 音声記録は 1966 年以降の収録となります。 

 主な出版物 

 定期刊行物 

 “International Affairs”（モジュール１：1922-1979 年/ モジュール２：1980-2008 年） 

 ”The World Today”（モジュール１：1945-1979 年/ モジュール２：1980-2008 年） 

 ”Survey of International Affairs（モジュール１：1920-1963 年） 

 ”Documents of International Affairs”（ モジュール１：1928-1963 年） 等 

 書籍 

 Chatham House Books/monographs（モジュール１：1920-1979 年/ モジュール２：1980-2008 年） 

 Institute of Pacific Relations conferences（モジュール１：1926-1958 年） 

 Survey of Commonwealth Affairs（モジュール１：1931-1962 年） 

 パンフレット、概説資料 

 Chatham House Reports, Briefing Papers and Pamphlets 

（モジュール１：1920-1979 年/ モジュール２：1980-2008 年） 

 Conference Series 

 British Commonwealth Relations conferences（モジュール１：1933-1965 年） 

 特別出版物 

 Documents and Speeches of Commonwealth Affairs（モジュール１：1953 年） 

 Refugee Survey（モジュール１：1939-1945 年） 

 

※会議録の収録範囲について 

 完全な形で収録されている会議録。 

 General Meeting の会議録（許諾が得られなかった 152 件を除く）（～1973 年）。 

 チャタムハウス・ルール適用外の General Meeting の音声記録（1966 年～1973 年）。 

新たに作成されたトランスクリプトも収録。 

 チャタムハウス・ルール適用外の General Meeting（1973 年～）。 

 会議録が編集（話者、議長、出席者の名前を削除）された状態で 

収録されている会議録。（音声記録は収録されていません。） 

 General Meeting 以外の Meeting。(プライベートな議論（Private discussion meetings）、ディレクター会議

（Directors meetings）、円卓会議（round tables）、特定主題会議（special subject meetings）等) 

 チャタムハウス・ルールが適用された General Meeting の音声記録のトランスクリプト。 

 

チャタム・ハウス・ルール 

チャタム・ハウスから発祥した会議の規範。この規範適用の下で開催される会議

では、参加者は次の義務を負います。「会議の出席者は会議で得た情報を自由

に使用することができるが、会議での発言者とその所属機関を含む情報の出所

を明らかにしてはならない。」参加者にとって、会議場での発言が公開された後の

影響などを考慮する必要がないことから、活発な議論が期待され、現在英語圏を

中心に広く用いられています。 

※本データベースでは、チャタム・ハウス適用下の会議資料は、会議の発言者が

わからないようになっています。 
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トップページ 

 

 

 

 

 
 

画面右上のメニュー 

 
 

 Preferences：接続中の設定を変更します。 

 Number of results per page：検索結果の表示件数を指定。5 件、10 件、20 件、50 件から選択。 

 Language：メニューやリンクの表示言語を選択。英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語から選択。 

 Search term highlighting：検索結果のページイメージ上で検索語をハイライト表示。 

 

 Sign in：Gale User Account の作成、接続。Gale User Account は、e-mail アドレスとパスワードで管理された個人ア

カウントで、検索結果の保存や保存した検索結果の呼び出しが可能です。 

 

 Change Databases、Return to Library、Logout：データベースの接続を終了。 

 Change Databases：ご契約中の Gale データベースの選択メニューを表示 

 Return to Library：ご利用機関の図書館サイトへ移動 

 Logout：接続を終了。 

1 ないし複数の単語を入力し、

Search をクリック。全文検索が

実行されます。 

 
※細かな検索条件を指定する場

合は、Advanced Search を利用

して下さい。 

主な講演者。名前をクリックする

と講演テキスト（可能な場合は、

音声記録も）が参照できます。 

メニューバー。 

下記の他、 

Search History、 

Marked Items も表示されます。 

主題もしくは地域から検索。スクロールすると、

他の主題・地域を表示することができます。 

 
※画面上部のメニュー、Faceted Browse からさらに

細かな指定が可能です。 
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詳細検索 

きめ細かな検索条件を指定することができます。 

検索条件の指定が終わったら Search ボタンをクリックし、検索を実行してください。 

指定した検索条件をクリアしたい場合は、Reset ボタンをクリックしてください。 

 

 
 

検索語の入力 

 
 

 検索フィールドをプルダウンメニューから指定。 

 Full Text：本文、書誌情報詳細、タグ※1 を含む全ての単語。 

 Author/Speaker：執筆者、講演者、編集者、翻訳者。 

 Title：出版物名と記事タイトル。 

 Bibliographic details：書誌情報詳細と文書に付随するタグ※2。 

 Gale Document Number：収録文書を特定する固有の番号。 

 

※1 タグ：収録文書には、可能な限り、地域、国、主題、言語、イラストの種類、出版物の種類のタグが付与されて

います。 

※2 特定の定期刊行物などを検索したい場合は、限定項目をご利用ください（6 ページをご参照ください）。 



Gale – Chatham House Online Archive 

 
 

5 

 

 

 検索語の入力： 

 大文字小文字は区別しません。 

 

 ストップワード：検索システムが無視する短い単語。 

データベースによりストップワードは異なりますが、通常は a, an, as, at, in, is, on, that, the, which などです。 

 

 多くの特殊記号は、入力しても、検索システムが無視します。以下は例外です。 

 アンパサンド（&）とスラッシュ（/）は入力してください。 

 イニシャルを検索する場合はピリオド（.）を使って下さい。 

 アポストロフィ（'）を含む表現や名前には、アポストロフィを指定してください。 

所有格を検索する場合は、以下のいずれの入力も可能です。 

occams razor     occam’s razor 

 

 人名： 

 姓名の入力順序は問いません。 

 ミドル・イニシャルは必要に応じて入力してください。 

（例）fannie ward と入力→Fannie B. Ward  Fannie Brigham Ward などを検索 

 ファースト・イニシャルや、ファースト・イニシャルとミドル・インシャルが使われている場合は、これらのイニ

シャルも検索語に含めてください。 

（例）a. o. scott 

 

 省略形： 

 省略を示すピリオドは入力不要です。UN と U.N.は同じ結果が得られます。 

 

 論理演算子：２単語間に指定してください。 

 AND：指定した 2 単語が両方とも含まれる。 

 OR：指定した２単語のいずれかもしくは両方が含まれる。 

 NOT： 初に指定した単語が含まれ、後に指定した単語は含まれない。 

 

 ワイルドカード： 

 アスタリスク（*）：文字数を問わず（0 文字も可）、任意の文字と置き換えられます。 

 疑問符（?）：任意の１文字と置き換えられます。 

 感嘆符（!）：任意の 0-1 文字と置き換えられます。 

 

 近接演算子：２単語間に指定してください。W 演算子と N 演算子があり、演算子と数字（n）を組み合わせて利用

します。 

 Wn：2単語が指定した順序に隣接、 初に指定した単語の後ｎ語以内に、後から指定した単語が出現する

文書を検索。 

 Nn：W 演算子と同じ働きをしますが、2 単語の順序は問いません。 

 

 ダブルクォーテーション（””） 

 and、or、not を含むフレーズや、語順を指定した検索をしたい場合、ダブルクォーテーションで括ります。 

（例）”man in the mirror”と入力すると、検索システムは in と the（ストップワード）を無視し、以下のような 

    検索結果が得られます：man in the mirror    man looks in the mirror 

 

 複数の検索ボックスに検索語を入力する場合、 

 検索フィールド左のプルダウンメニューから、論理演算子 And、Or、Not のいずれかを選択してください。 

 +/-ボタンで検索ボックスの表示数を変更することができます。 

 

 あいまい検索 

 検索語の綴りに近い単語も検索します。 

 Non、High、Low から選択します。High は検索範囲が広くなり、Low は検索語に近い綴りの単語を検索します。 
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限定項目 

限定項目指定欄が 7 行分表示されています。どの行を使用してもかまいません。 

指定欄を増やしたい場合は、+ボタンを（ 大 10 行）、減らしたい場合は-を( 小 7 行)クリックして下さい。 

 
 

 Limit by Date（資料の刊行年月日）： 

On、Before、After のいずれかを選択後、プルダウンメニューから年月日を選択してください。 

 On：特定の年（月日）を指定。 

 Before：指定した年（月日）より前。 

 After：指定した都市（月日）より後。 
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 Limit by documents 

1. 3 つの欄が用意されています。左の欄で、Tagged with(特定のタグが付与されている)、Not tagged with（特定の

タグが付与されていない）、Only tagged with（特定のタグのみが付与されている）を指定します。 

2. 真ん中の欄でタグの種類を指定します。各コンテンツには、以下の 6 種類のタグが付与されています： 

 Region（資料が取り上げる地域） 

 Country（資料が取り上げる国） 

 Subject（対象主題） 

 Language（言語） 

 Illustration Type（収録されているイラストの種類） 

 Publication Type（出版物の種類） 

3. 選択したタグの種類に応じて、右欄で検索語が表示できます。任意の検索語を指定します。 

 

※ 特定の雑誌を検索したい場合： 

Publication Type→Journals を選択すると、4 つ目の欄が表示され、収録雑誌名の選択が可能になります。 

 
 

 
 

※Journals 以外にも、Conference Series、Special Publications、Survey and Documents Series で同様の

操作が可能です。 

 Journals で指定可能なタイトル： 

 International Affairs 

 The World Today 

 Bulletin of International News 

 Conference Series で指定可能なタイトル： 

 Chatham House conference 

 Institute of Pacific Relations 

 British Commonwealth Relations Conference 

 Special Publications で指定可能なタイトル： 

 Weekly Review of Foreign Press 

 Refugee Survey 

 Survey and Documents Series で指定可能なタイトル： 

 Documents on International Affairs 

 British Year Book of International Law 

 Survey of International Affairs 

 Documents and Speeches on Commonwealth Affairs 

 Survey of British Commonwealth Affairs 
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※ 複数行で同じタグを指定した場合、Or 演算が挿入された状態で検索が実行されます。 

異なるタグを指定した場合、And 演算が挿入されます。 

 
 

 
地域（Region）、国（Country）、主題（Subject）で複数の検索語を指定し、And 演算で検索を実行したい場合は、

ファセットブラウズをご利用ください。 

 

※ Subject（対象主題）一覧 
 Agriculture（農業） 

 Armed forces（国防軍） 

 Arts(芸術) 

 Banks(Finance)（銀行） 

 Business（ビジネス） 

 Chatham House 

（チャタム・ハウス） 

 Climate change（気候変動） 

 Cold War, 1945-1991 

（冷戦：1945-1991） 

 Commerce（商業・貿易） 

 Communications（通信） 

 Communism（共産主義） 

 Construction industry（建設業） 

 Crime（犯罪） 

 Culture（文化） 

 Democracy（民主主義） 

 Developing countries 

（発展途上国） 

 Diplomacy（外交関係） 

 Diseases（疾病） 

 Domestic policy（内政） 

 Drug traffic（麻薬取引） 

 Economic development 

（経済発展） 

 Economic policy（経済政策） 

 Economic value added 

（経済付加価値） 

 Economics（経済学） 

 Education（教育） 

 Emigration and immigration 

（出入国） 

 Energy industries 

（エネルギー産業） 

 Environmental management 

（環境管理） 

 Ethics（倫理学） 

 European Union（欧州連合） 

 Fascism（ファシズム） 

 Finance（財政・金融） 

 Food（食糧） 

 Foreign policy（外交政策） 

 Geography（地理） 

 Health（保健） 

 History（歴史） 

 Human rights（人権） 

 Imperialism（帝国主義） 

 Infrastructure(Economics) 

（インフラ（経済）） 

 Insurance（保険） 

 Intelligence service（諜報活動） 

 International relations（国際関係） 

 International security 

（国際安全保障） 

 International trade（国際貿易） 

 Investment（投資） 

 Labor（労働） 

 Land reform（農地改革） 

 Law（法） 

 League of Nations（国際連盟） 

 Manufacturing industries 

（製造産業） 

 Mass media（マスメディア） 

 Materials（原料・材料） 

 Mining industry（鉱業） 

 Monetary policy（金融政策） 

 National security（国家安全保障） 

 Nationalism（ナショナリズム） 

 Natural disasters（自然災害） 

 Natural resources（天然資源） 

 North Atlantic Treaty  

Organization 

（北大西洋条約機構） 

 Politics（政治） 

 Population（人口） 

 Postwar reconstruction 

（戦後の再建） 

 Poverty（貧困） 

 Power resources（動力資源） 

 Public finance（公共財政） 

 Race relations（人種関係） 

 Raw materials（原材料） 

 Real estate（不動産） 

 Refugee（難民） 

 Religion（宗教） 

 Retail trade（小売業） 

 Revolutions（革命） 

 Science（科学） 

 Social services（社会福祉） 

 Sovereignty（主権・統治権） 

 Starvation（飢餓） 

 Taxation（租税） 

 Technology（テクノロジー） 

 Terrorism（テロリズム） 

 Textiles（繊維） 

 Trade policy（貿易政策） 

 Transportation（輸送・運輸） 

 United Nations（国際連合） 

 Wars（戦争） 

 Water cycle（水循環）  

 Women（女性） 

 World War I, 1914-1918 

（第一次世界大戦：1914-1918） 

 World War II, 1939-1945 

（第二次世界大戦：1939-1945） 

 Youth（若者） 

 

 

 

 

言語同士（英語とフランス語）は Or 演算、 

Subject 同士（政治と経済）も Or 演算、 

言語と Subject は And 演算で処理されます。
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 Limit by Meetings / Speeches 

 
 With audio：音声記録を収録する資料。 

本データベースには、チャタム・ハウス適用外の General Meeting（1966-1973 年）および講演・セミナーを記録し

た音声資料（1966 年-）が収録されています。 

 Under Chatham House Rule： 

チャタム・ハウス・ルール（2 ページをご参照ください）の下で行われた会議資料。 
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ファセットブラウズ 

6 種類のファセットが用意されています： 

 地域（Region）、国（Country）、Subject（主題）、Publication（出版物の種類）、執筆者/講演者（Author/Speaker）。各

項目の後ろの数字は結果件数です。 

ファセットブラウズを利用すると、特定の項目への絞り込みが容易で、同じ画面の中で検索結果一覧を確認すること

ができます。 

 
 

 項目をクリックすると、その項目に限定され、他の項目の件数が更新されます。 

 
 

 2 つ目以降の項目をクリックすると、それに応じて結果が絞り込まれます。 

 
 

 指定した項目を再度クリックすると、その項目の限定が解除されます。 

をクリックすると、該当ファセットの項目限定が解除されます。 

Reset to Defaults ボタンをクリックすると、全ての項目限定が解除されます。 

 

 View results ボタンをクリックすると、絞込後の結果が画面下部に表示されます。 
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検索結果一覧表示 

検索結果は１画面 20 件ずつ表示されます。 

 
 

 ページ移動： 

 
上記の例では全 28 画面中、１番目の画面（ 初の 20 件の検索結果）が表示されています。 

 >>： 後の画面を表示。  <<： 初の画面を表示。 

 <：１つ前の画面を表示  >１つ後の画面を表示。 

 Go to page：番号を入力して Go ボタンをクリック。指定した画面へ移動します。 

 

 ページイメージの表示： 

タイトルリンクもしくは Document View ボタンをクリックしてください。 
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 特定の執筆者/講演者による資料を探す： 

Speaker もしくは Author リンク（資料により表示されない場合があります）をクリックしてください。 

 
直前の検索条件がクリアされ、該当の執筆者/講演者による資料が検索されます。 

 

 出版物の種類 

各資料の右に出版物の種類が表示されます。 

 

 ：音声ファイルを収録。 

 ：チャタム・ハウス・ルール適用の下に実施された会議。 

 

 書誌情報詳細の表示 

Bibliographic Details ボタンをクリックしてください。 

 
別窓で書誌情報が表示されます。 
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 シリーズ概要表示 

About This Series ボタンをクリックしてください。 

 
表示中の資料を含むシリーズの概要が別窓で表示されます。 

 
 

 検索結果の絞り込み（取り上げられている地域・国・主題、出版物の種類、執筆者/講演者、出版年） 

 
 画面上部の 6 種類のファセットから検索結果を絞り込むことができます（前ページ、「ファセットブラウズ」をご参

照ください）。 

 Reset to Defaults ボタンをクリックすると、絞り込みが解除されます。 

 

 検索結果の絞り込み（検索語の追加） 

 
検索ボックスに検索語を入力し、Search within results ボタンをクリックします。 

検索結果内で全文検索が実行されます。 
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 検索修正 

以下のいずれかをクリック。検索条件が指定された状態でもとの検索画面に戻ります。 

 
 

 検索結果の並べ替え 

 
 Author（執筆者/講演者の姓のアルファベット順） 

 Date ascending（出版年月日の古い順） 

 Date descending（出版年月日の新しい順） 

 Publication Type（出版物の種類順） 

 Title（資料タイトルのアルファベット順） 
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ページイメージ表示 
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 資料ヘッダー： 

ページイメージの上部に用意されており、表示中の資料のタイトル等を表示します。 

 
 執筆者/講演者が特定されている場合、名前部分のリンクをクリックすると、該当の執筆者/講演者による資料

を検索することができます。 

 About This Series リンクをクリックすると、表示中の資料を含むシリーズの概要が別窓で表示されます。 

 
 

 ページイメージ表示関連のアイコン 

拡縮 （右欄から拡大・縮小率を指定することもできます。）   

右に 90 度回転  

照度(Brightness)、コントラスト(Contrast)の調整、白黒反転（Invert）   

表示を縦二分割  

表示を横二分割  

全画面表示 

 

 Bibliographic Detail 

画面下部の Bibliographic Details 欄に移動します。 

 
 

 Play Audio 

別窓で音声データが再生されます。 
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 Search Within 

表示中の資料内から検索します（Item）。 

資料が複数の巻やシリーズの一部である場合、巻全体からの検索を選択することもできます（Volume）。 

 
 検索を実行すると、Relevant Page 欄が表示され、入力した検索語を含むページ番号が表示されます。ページ

番号をクリックすると、検索語がハイライトされた状態で、該当のページイメージが表示されます。 

 
 

 各種ツール 

 Print：資料を PDF ファイルで保存。 

 Download：資料を PDF ファイルでダウンロード。 

 Email：資料の引用情報を任意の email アドレスに送信。 

 Bookmark：後から該当ページを表示するための URL（Gale Bookmark）を表示、 

もしくは email 送信。 

 Notepad：個人用ノートを利用。 

 

 

 

 主題タグ、国タグ 

各タグをクリックすると、タグを検索語とした検索が行われ、検索結果一覧が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 イラスト・図表一覧 

文書内にイラスト・写真、地図などが掲載されている場合、List of Illustration が表示され、掲載一覧が表示されま

す。 

 Map、Photograph など、種類により分類されています。 

 キャプションが付随する場合は、キャプションも記載されます。 

 一覧から任意のものをクリックすると、該当イメージを掲載するページイメージが

表示されます。 
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 書誌情報詳細・引用情報 

ページイメージ下で、書誌情報詳細、引用情報が確認できます。 

書誌情報と引用情報の表示はタブで切り替えてください。 

収録文書を特定する固有の番号、Gale Document Number も表示されます。 

  
 

※ Gale Document Number が判明している場合、詳細検索画面で検索に利用すると、該当文書を容易に探し出す

ことができます。 

 
 

 電子目次 

ページイメージ左横、eTable of Contents をクリックすると、電子目次が確認できます。 

 任意の目次項目をクリックすると、該当のページイメージが表示されます。 

 
 

※ 表示中の文書が複数の巻やシリーズの一部である場合、巻・シリーズ内の他部分も目次から参照できます。 

 

目次項目をクリックすると、該当

のページイメージが表示されま

す。表示中のページの目次項目

は文字の色が違います。 
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その他のツール 

一時保存 

任意の文書やページイメージを、一時的に保存し、後からまとめて印刷、ダウンロード、email 送信などを実行することが

できます。 

※ 接続を終了すると、保存内容はクリアされます。 

 

1. 検索結果一覧画面、各文書左横のチェックボックスにチェックを入れます。 

Mark All にチェックをいれると、表示中の文書全てにチェックが入ります。 

 

2. 画面上部のメニューに Marked Items が表示され、保存数が括弧内に記載されます。 

 
 

3. Marked Items をクリック。Marked Items 画面に保存された文書が表示されます。 

 
 

4. 保存された文書を対象に、以下の操作を行うことができます。 

 ：印刷。Print Option（書誌情報のみか、全文か）、書誌情報の形式（MLA、APA、タグ（Z39.80）付プレー

ンテキスト）、印刷したい文書を選択してください。 

 ：PDF ファイルをダウンロード。該当文書の簡単な書誌情報とページイメージへのリンクを記載した

PDF が作成されます。 

 ：email 送信。email の形式（HTML かプレーンテキスト）、件名、送信先アドレス、送信者アドレス、本文、

送信したい文書を選択してください。該当文書の簡単な書誌情報とページイメージへのリンクが送信されます。 

 ：Remove は、該当文書のみを、Remove all は保存文書全てを削除します。 

 

※ Mark は、ページイメージ表示画面にも用意されています。 
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引用ツール 

ページイメージ表画面の Citation Tools ボタンをクリックしてください。 

 書誌情報の保存： 

書誌情報の形式（MLA、APA、タグ（Z39.80）付プレーンテキスト）を選択し、Save ボタンをクリック。 

 書誌情報を第三者提供の文献管理ツールにエクスポート： 

ツール名を選択し、Export ボタンをクリック。 

 

検索履歴 

画面上部のメニューから Search History をクリックすると、接続中に実行した検索履歴が表示されます。 

 
 

 ：該当の検索を再実行します。検索式をクリックした場合も、同じく検索が再実行されます。 

 ：該当の検索条件が指定された状態で、もとの検索画面が表示されます。 

 ：検索履歴をクリアします。 

 

ノート 

テキストエディタ Notepad が提供されており、フォントの種類やセンタリング、インデントなどのツールを提供しています。 

作成したノートの印刷、ダウンロード、email 送信などが可能です。 
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検索終了 

 
 LOGOUT：接続を終了します。 

 RETURN TO LIBRARY：接続を終了し、ご利用機関の図書館サイトに移動します。 

 CHANGE DATABASES：接続を終了し、ご契約中の Gale データベース選択画面に移動します。 
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ケーススタディ編 

以下に示すのは、検索の一例です。 

 

雑誌名の指定、トピックからの検索 

International Affairs 誌に掲載された、冷戦関連の記事を読みたい 

1. 詳細検索で以下の検索条件を指定して検索実行。 

 Limit by documents で、Tagged with→Publication Type→Journals→International Affairs の順に選択。 

 Limit by documents で、Tagged with→Subject→Cold War, 1945-1991 の順に選択。 

 
 

2. さらに特定のトピックで絞り込みたい場合、 

 検索結果一覧画面で Subject を選択。 

あるいは Search within results で検索結果内検索を実行。 

 
 

 

検索で得られた 73 件の資料内で取り上げられている国や主題の一覧。

様々な観点から冷戦がとりあげられています。 
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講演の音声記録の指定、トピックからの検索 

日本の外交問題に言及した講演を聴きたい 

1. 詳細検索で以下の検索条件を指定して検索実行。 

 Limit by documents で、Tagged with→Country→Japan の順に選択。 

 Limit by documents で、Tagged with→Subject→Foreign policy の順に選択。 

 Limit by Meetings / Speeches で、With audio をチェック。 

 
 

2. 検索結果一覧が表示されます。 

 

音声データを含む場合は、 ボタンが表示されます。 ボタンをクリック。 

※ページイメージ表示画面にも、 ボタンが用意されており、音声再生が可能です。 

 

3. 音声再生画面が別窓で表示されます。 

黒い画面の一部をクリックすると音声が再生されます。再びクリックすると停止します。 

 
※音声再生には、Windows Media Player を利用します。 

設定されていない場合は、Download ボタンをクリックし、Windows Media Player を設定して下さい。 
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全文検索、検索結果からの絞り込み 

オゾン政策について述べた資料を読みたい 

1. 詳細検索で以下の検索条件を指定して検索実行。 

 Full Text を対象に、検索語 ozone を入力。 

 Full Text を対象に、検索語 policy を入力。両者を And 演算で指定。 

 
※検索テーマに適した Subject がないもしくは不明の場合は、思いついた言葉で全文検索を実行し、その検索

結果をもとに、検索内容を修正、絞り込みなどを行う方法があります。 

 

2. 検索結果一覧画面が表示されます。 

画面上部で、検索された文書で取り上げられている地域（Region）、国（Country）、主題（Subject）などが確認できま

す。 

 
任意の項目をクリックし、View results ボタンをクリックすると、指定した項目で絞り込まれた結果が一覧表示されま

す。 

 
※絞り込みを解除する場合は、同じ項目を再度クリックして下さい。 

 

 

地域（Region）、国（Country）からは、とりあげられている地域や国が、

主題（Subject）からは、環境管理、エネルギー産業、国際貿易、気候変

動等、各文書がどのようなトピックを取り上げているかがみてとれます。 
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全文検索、目次の利用 

リットン調査団による 1931 年の満州調査報告を読みたい 

1. 詳細検索で以下の検索条件を指定して検索実行。 

 Full Text を対象に、検索語”lytton commission”を入力。 

 Full Text を対象に、検索語 manchuria を入力。両者を And 演算で指定。 

 

2. 検索結果一覧の中に、Publication Type：Manchuria Since 1931 となっている文書がみつかります。 

 
Title もしくは Document View ボタンをクリックし、ページイメージを表示。 

 

3. eTable of Contents（目次）を表示。 

表示中の文書がシリーズの一部の場合、eTable of Contents（目次）で、シリーズ全体の目次を参照することができ

ます。 

 
 

4. 目次の各項目をクリックすると、該当のページイメージが表示されます。 

 

Title 欄に Chapter VII の記載があり、他の Chapter が存在することが

予想できます。 

表示中の Chapter VII は灰色で表示されています。 

他の Chapter もデータベースに含まれていることが確認できます。 
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全文検索、トピックからの検索、ファセットブラウズの利用 

貧困と海外支援に関して書かれた資料を読みたい 

1. 詳細検索で以下の検索条件を指定して検索実行。 

 Full Text を対象に、検索語”foreign aid”を入力。 

 Limit by documents で、Tagged with→Subject→Poverty の順に選択。 

 
 

2. 検索結果一覧から気になる資料の Title もしくは Document View ボタンをクリックし、ページイメージを表示。 

 

3. 資料に付与されている主題タグ（Subject Tags）、国タグ（Country Tags）を確認。 

 
※検索テーマにあった主題タグが事前にわからない場合は、思いついた言葉で全文検索を実行し、 

  探し出した資料に付与されている主題タグを検索に再利用する方法があります。 

 

4. ファセットブラウズを利用。 

メニューから Faceted Browse をクリック→Subject 欄から Poverty をクリック。 

 
絞り込みが終了したら、View results ボタンをクリック。該当の結果が一覧表示されます。 

海外支援を示すタグはありませんが、

政策、農業、食糧等、検索テーマと関

連の深いタグがみつかりました。 

Poverty のタグが付与されている文書は 95 件。別

のタグをクリックすると、95 件の中で絞り込みが行

われます。 

Economics は、22 件、Politics は 19 件と、件数を

確認しながら絞り込んでいくことができます。 
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